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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 6,929 △30.6 △654 ― △593 ― △877 ―
21年3月期第2四半期 9,988 ― 1,084 ― 1,218 ― 532 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 △34.47 ―
21年3月期第2四半期 31.66 31.64

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 54,134 30,622 55.3 1,175.74
21年3月期 67,274 31,506 45.8 1,210.21

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  29,923百万円 21年3月期  30,788百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
当社は、予想配当金の記載は行っておりません。詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年3月期 ― 7.50
22年3月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当社は、業績予想の記載は行っておりません。詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４. その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当社は、業績予想および予想配当金の記載は行っておりません。詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご
覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 25,529,800株 21年3月期  25,519,600株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  79,194株 21年3月期  79,164株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 25,445,640株 21年3月期第2四半期 16,813,584株
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当第２四半期におけるわが国経済は、雇用情勢は依然として厳しい状況が続いたものの、在庫調整の一
巡や経済対策の効果に加え、対外経済環境の改善により、輸出、生産などに持ち直しの動きもみられまし
た。一方で、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れなど、景気を下押しするリスクが懸念されていま
す。日経平均株価は、米国株価の動向などを背景に、９月末には10,133円23銭（３月末比2,023円70銭
高）となりました。 
当社は、証券市場の低迷や株券の電子化という厳しい事業環境のなか、持続的な成長を図るため、「基

本戦略」を策定いたしました。今後は「証券会社・金融機関向けミドル・バックサービス」に経営資源を
集中し、当社の構築したインフラ事業に高付加価値サービスを加えることにより、「証券業務の総合的プ
ラットフォーム」として進化してまいります。 
この「基本戦略」を実行するため、サービスの高品質化、業務体制の効率化、全社的な経費の削減を骨

子として、アクションプランの作成に取り組んでまいりました。 
業務品質の更なる向上を目的に、メーリングセンターにおいては、「品質管理」「品質保証」の国際品

質基準であるISO9001認証を取得いたしました。 
新たなサービスとして、金融商品取引業者において相続手続きの事務負担が増加するなか、相続手続き

書類の発送・精査・保管、問合せ対応、手続き完了通知発送に至るまで一括して相続手続き事務を提供す
る「相続手続き事務代行サービス」を開始いたしました。 
また、証券業務に係る総合的なサービスを提供する「証券業務の総合的プラットフォーム」として更な

るサービスの向上を図るべく、10月13日付けで名古屋証券取引所の取引資格を取得いたしました。これに
より、国内全ての取引所に直接売買注文を執行できる体制が整いました。 
当第２四半期の経営成績は、株券電子化および証券市場の低迷による事務代行業務の減少等により、営

業収益は69億29百万円（前年同四半期比30.6％減）、費用圧縮に努めてまいりましたが収益の減少を吸収
するに至らず、営業損失は６億54百万円（前年同四半期は営業利益10億84百万円）、経常損失は５億93百
万円（前年同四半期は経常利益12億18百万円）、当四半期純損失は８億77百万円（前年同四半期は四半期
純利益５億32百万円）となりました。 

  

(1) 資産、負債および純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は541億34百万円で、前連結会計年度末に比べ131億40百
万円減少しました。これは主に、信用取引貸付金が増加した一方で、信用取引借証券担保金、短期差入保
証金が減少したこと等によるものです。また、負債合計は235億12百万円で、前連結会計年度末に比べ122
億56百万円減少しました。これは主に、信用取引借入金が増加した一方で、信用取引貸証券受入金、短期
受入保証金が減少したこと等によるものです。純資産合計は306億22百万円で、前連結会計年度末に比べ
８億84百万円減少しました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は102億８百万
円となり、前連結会計年度末より46億40百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増
減要因は次のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

85億74百万円の資金の減少（前年同四半期は58億７百万円の資金の増加）となりました。これは主に税
金等調整前四半期純損失７億54百万円、信用取引負債の減少額34億98百万円、有価証券担保貸付金の増加
額39億21百万円によるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

42億47百万円の資金の増加（前年同四半期は５億19百万円の資金の減少）となりました。これは主に、
有形固定資産の取得による支出４億47百万円、短期貸付金の減少額50億円によるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 ３億13百万円の資金の減少（前年同四半期比９億60百万円増加）となりました。これは主に、配当金の
支払額２億53百万円によるものであります。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第２四半期決算短信
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当社グループは株券の電子化という事業環境の変化を見据え、クリアリングファームのビジネスモデル
確立に向け、業容の拡大を進めてきた結果、株式等売買注文の市場執行業務、ネット証券向け口座開設事
務等の売上比率が高まり、業務構造が大きく変化しております。このため、現時点では通期の業績予想を
行うことは困難な状況となっております。したがいまして、業績予想ならびに期末の予想配当金の記載は
行っておりません。なお、業務構造の大きな変化が安定し、業績予想が可能となった時点で記載を再開い
たします。また、今期業績につきましては、合理的な見積もりが可能となった時点ですみやかに発表する
ことといたします。 

  
  

 該当事項はありません。 
  

○固定資産の減価償却費の算定方法 
   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して  
  算定する方法によっております。 

  

 該当事項はありません。 
○表示方法の変更 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）   

  前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記し 
  ておりました「破産更生債権等の増減額（△は増加）」（当第２四半期連結累計期間１百万 
 円）は、その金額の重要性を考慮し当第２四半期連結累計期間より「その他」に含めて表示す 
  ることに変更しております。 
○追加情報 

 （役員退職慰労引当金） 
    主要な連結子会社は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額 
 を計上しておりましたが、平成21年６月29日開催の定時株主総会において、同日をもって役員 
 退職慰労金制度を廃止するとともに、役員退職慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。な 
  お、同日までの在任期間に応じた役員退職慰労金相当額については、各役員それぞれの退任時 
  に支給することとしたため、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第２四半期決算短信
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,047 14,688

預託金 706 1,606

営業貸付金 6,862 4,588

短期貸付金 － 5,000

信用取引資産 18,041 20,048

信用取引貸付金 12,205 7,293

信用取引借証券担保金 5,836 12,754

有価証券担保貸付金 3,921 －

借入有価証券担保金 3,921 －

営業未収入金 1,194 1,639

有価証券 211 161

短期差入保証金 3,421 9,996

その他 285 473

貸倒引当金 △393 △481

流動資産合計 44,299 57,720

固定資産   

有形固定資産 2,690 2,456

無形固定資産 2,380 2,655

投資その他の資産 4,763 4,441

投資有価証券 3,906 3,504

その他 899 1,014

貸倒引当金 △42 △77

固定資産合計 9,834 9,554

資産合計 54,134 67,274

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,670 1,670

信用取引負債 13,382 16,880

信用取引借入金 3,566 1,584

信用取引貸証券受入金 9,816 15,296

有価証券担保借入金 704 400

有価証券貸借取引受入金 704 400

営業未払金 283 332

未払法人税等 98 179

短期受入保証金 4,505 12,871

賞与引当金 282 388

その他 690 1,103

流動負債合計 21,618 33,826

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第２四半期決算短信

‐5‐



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

退職給付引当金 844 835

役員退職慰労引当金 － 36

その他 405 533

固定負債合計 1,249 1,405

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 643 536

特別法上の準備金合計 643 536

負債合計 23,512 35,768

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,902 8,898

資本剰余金 11,725 11,722

利益剰余金 13,599 14,717

自己株式 △53 △53

株主資本合計 34,173 35,284

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 358 97

土地再評価差額金 △4,608 △4,594

評価・換算差額等合計 △4,250 △4,496

新株予約権 93 84

少数株主持分 605 633

純資産合計 30,622 31,506

負債純資産合計 54,134 67,274

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第２四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 9,988 6,929

営業費用 4,008 3,087

営業総利益 5,980 3,842

一般管理費 4,896 4,497

営業利益又は営業損失（△） 1,084 △654

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 51 39

受取遅延損害金 37 －

その他 44 21

営業外収益合計 135 64

営業外費用   

障害者雇用納付金 － 3

その他 0 0

営業外費用合計 0 3

経常利益又は経常損失（△） 1,218 △593

特別利益   

投資有価証券売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 97 72

その他 － 0

特別利益合計 99 72

特別損失   

固定資産除却損 1 34

投資有価証券売却損 0 6

投資有価証券評価損 115 18

金融商品取引責任準備金繰入れ 102 107

減損損失 － 26

その他 － 39

特別損失合計 220 233

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,098 △754

法人税、住民税及び事業税 636 68

法人税等調整額 △140 22

法人税等合計 495 91

少数株主利益 70 32

四半期純利益又は四半期純損失（△） 532 △877

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第２四半期決算短信
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,098 △754

減価償却費 381 555

減損損失 － 26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △97 △72

賞与引当金の増減額（△は減少） 25 △105

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △60 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △420 △36

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 102 107

受取利息及び受取配当金 △667 △529

支払利息 333 202

預託金の増減額（△は増加） △980 900

営業貸付金の増減額（△は増加） 401 △2,287

信用取引資産の増減額（△は増加） 5,781 2,006

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） － △3,921

営業未収入金の増減額（△は増加） 11 398

短期差入保証金の増減額（△は増加） 266 6,575

破産更生債権等の増減額（△は増加） 671 －

信用取引負債の増減額（△は減少） △3,020 △3,498

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △156 303

営業未払金の増減額（△は減少） △37 △41

短期受入保証金の増減額（△は減少） 1,703 △8,365

長期未払金の増減額（△は減少） 457 △305

その他 89 △128

小計 5,868 △8,963

利息及び配当金の受取額 669 577

利息の支払額 △326 △210

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △402 21

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,807 △8,574

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △153 △447

無形固定資産の取得による支出 △367 △311

長期前払費用の取得による支出 △0 △50

投資有価証券の取得による支出 △8 －

投資有価証券の売却による収入 4 15

短期貸付金の増減額（△は増加） － 5,000

長期貸付金の回収による収入 8 0

その他 △3 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △519 4,247
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,060 －

株式の発行による収入 1 0

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △167 △253

少数株主への配当金の支払額 △48 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,274 △313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,013 △4,640

現金及び現金同等物の期首残高 6,085 14,849

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,098 10,208

㈱だいこう証券ビジネス（8692）平成22年３月期第２四半期決算短信

‐9‐



 該当事項はありません。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

   当連結会社は、株主名簿管理人業務、名義書換取次業務、有価証券配送業務、有価証券管理 

 業務、証券情報処理業務、メーリング業務および有価証券を担保とする貸金業務等の有価証券 

 に係わる証券代行業を中心とする営業活動を展開しております。従って、当連結会社の事業区    

 分は「証券サービス業」という単一の事業セグメントに属しております。  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

   当連結会社は、事務代行業務、ビジネスサービス業務、証券業、メーリング業務、配送業務、  

 株主名簿管理人業務、人材サービス業および貸金業務等の証券に係わる業務を中心とする営業 

 活動を展開しております。従って、当連結会社の事業区分は「証券サービス業」という単一の 

 事業セグメントに属しております。 

  なお、本年１月の株券電子化に伴い、第１四半期連結累計期間より、上記に事業区分を見直   

 しております。 
  

【所在地別セグメント情報】 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半 

 期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

   在外連結子会社および在外支店がないため記載しておりません。 
  
  【海外売上高】 

     前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半 

     期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

       海外売上高がないため記載しておりません。       
  

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（１）連結 

    （営業収益） 

   
  （注）前連結会計年度まで、営業収益については株主名簿管理人手数料、書換手数料、配送  

    手数料、管理手数料、情報処理手数料、メーリング手数料、その他の受取手数料および 
     金融収益に区分してきましたが、本年１月の株券電子化に伴い、第１四半期連結累計期 
        間より、上記に事業区分を見直しております。なお、比較を容易にするため、当第２四 
        半期連結累計期間の区分を前第２四半期連結累計期間に適用した場合の数字を（ ）内に 
        記載しております。 

6. その他の情報

区分

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年９月30日)

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

事務代行手数料 － － 2,105 30.4

(3,864) (38.7)

ビジネスサービス手数料 － － 836 12.1

(1,125) (11.3)

証券業手数料 － － 723 10.4

(686) (6.9)

メーリング手数料 678 6.8 610 8.8

 (629) (6.3)

配送手数料 746 7.5 647 9.4

(743) (7.4)

株主名簿管理人手数料 1,253 12.5 724 10.5

(1,192) (11.9)

人材サービス手数料 － － 708 10.2

(1,010) (10.1)

 書換手数料 978 9.8 － －

(－) (－)

 管理手数料 2,803 28.1 － －

(－) (－)

 情報処理手数料 1,739 17.4 － －

(－) (－)

その他の手数料 1,176 11.8 86 1.2

(124) (1.3)

小 計 9,375 93.9 6,442 93.0

金融収益 613 6.1 486 7.0

合 計 9,988 100.0 6,929 100.0
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（２）個別 

    （自己資本規制比率） 

 
  

    （株券売買高（先物取引を除く）） 

前事業年度末 
(平成21年３月31日) 

（百万円）

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９月30日） 

（百万円）

基本的項目 （A） 29,696 28,650

補完的項目

その他有価証券評価差
額金（評価益）等

182 451

金融商品取引責任準備
金等

536 643

一般貸倒引当金 11 29

計 （B） 730 1,124

控除資産 （C） 6,629 6,547

固定化されていない
自己資本

（A）＋（B）－（C） （D） 23,797 23,227

リスク相当額

市場リスク相当額 446 511

取引先リスク相当額 939 681

基礎的リスク相当額 2,558 2,541

計 （E） 3,945 3,733

自己資本規制比率 （D)／（E)×100 603.2％ 622.0%

前第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
  至 平成20年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
  至 平成21年９月30日)

株数(百万株) 金額(百万円) 株数(百万株) 金額(百万円)

合 計 7,868 5,059,479 10,638 5,350,117

（自 己） (0) (18) (0) (71)

（委 託） (7,867) (5,059,461) (10,638) (5,350,046)

委託比率 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
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