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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 1,845 △24.1 △950 ― △968 ― △915 ―

21年3月期第2四半期 2,431 ― △1,138 ― △1,012 ― △1,123 ―

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 △53.78 ―

21年3月期第2四半期 △65.52 ―

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 36,348 12,515 34.4 735.59
21年3月期 38,802 13,741 35.4 806.65

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,512百万円 21年3月期  13,736百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 30.00 30.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 20.00 20.00

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  
 当社グループは金融市場、商品市場などで多角的に投資サービス事業を展開しており、それぞれの市場では、政治・経済情勢、相場環境等に起因する
不確実な要因が多種多様に存在しております。このため、当社グループは業績予想の公表を非開示としております。詳細につきましては、６ページの「【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」をご参照ください。 
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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  

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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  無  
（注）詳細は、６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） 

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

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 20,464,052株 21年3月期  20,464,052株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,454,304株 21年3月期  3,434,904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 17,016,319株 21年3月期第2四半期 17,151,590株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国など海外経済の回復を背景に輸出や生産の持

ち直しが鮮明になりつつあり、日銀短観で示された３ヶ月見通しでも一段の改善が見込まれるなど明るさ

を取り戻す動きとなりました。ただ、今後の課題として雇用や設備の過剰感が依然解消されていない点が

指摘されていることもあり、新たに誕生した民主党政権による政策の実体経済への効果について期待が集

まっています。 

 当第２四半期連結会計期間における為替市場では、７月から８月にかけて円が米ドルやユーロに対して

下落しましたが、その後９月末にかけては上昇基調をたどりました。対ドルでは８月に１ドル97円台まで

売られたものの一時的な動きにとどまり、再びドル不安が強まると円高基調に戻り、９月末には本年２月

以来となる１ドル80円台まで円高が進みました。 

 当第２四半期連結会計期間における株式市場は、金融不安の後退観測を背景に上昇基調をたどりまし

た。米株高が続いたことから日経平均株価も追随高となり、７月中旬の9,000円から水準を切り上げなが

ら、８月から９月にかけては１万円台前半での推移となりました。 

当第２四半期連結会計期間における商品先物市場では、金が金融不安を背景とした資金回避の動きのな

かで上昇を続け、ニューヨーク市場では９月に１トロイオンス1,000ドル台（期近）を回復、昨年３月に

つけた史上 高値を更新するに至りました。歴史的な高値の示現により宝飾向けの需要は減退しました

が、個人や機関投資家の投資向け需要が活発化したことが金価格の押し上げにつながりました。東京市場

では円高が価格の下押し圧力となったために伸び悩み、概ね１グラム2,800円～3,000円のレンジでの推移

となりました。プラチナも金同様の値動きとなり、９月には１トロイオンス1,300ドル（期近）と１年ぶ

りの高値をつけました。原油は世界経済の先行き不透明感や大幅な改善が見られない需給環境を背景とし

て伸び悩みを強いられ、ニューヨーク市場では１バレル65ドル～75ドル（WTI期近）でのレンジ推移とな

りました。穀物は大豊作の観測が強まるなかで下値を試す局面が続きました。一時的な天候不安などで反

発する場面も見られましたが、シカゴ市場ではトウモロコシが１ブッシェル３ドル水準（期近）、大豆が

１ブッシェル９ドル水準（期近）まで売られる展開となりました。粗糖はインドやブラジルの減産懸念が

強まったことから急騰し、ニューヨーク市場では１ポンド（期近）16セント台から一時は同25セント近く

まで50％近い上昇となりました。 

このように、世界的には商品市況も活況に推移しましたが、国内市場は金融不安や法改正による営業活

動の行為規制強化の影響等があり、出来高は引き続き低迷を余儀なくされ、その結果、当第２四半期連結

会計期間の全国商品取引所出来高（オプション取引を含む）は前年同連結会計期間比37.7％減の8,057千

枚となりました。また、当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～同９月30日）の全国商品取引所

出来高（オプション取引を含む）は前年同連結累計期間比35.3％減の16,627千枚となりました。 

【事業別の状況】 

①商品先物取引事業 

当第２四半期連結会計期間の商品先物取引事業は、米国など国際市場が堅調に推移したにもかかわら

ず、国内市場の出来高が金融不安の影響等により低迷を続け、個人投資家の投資スタンスも消極的に推移

する状況となり、結果として、当第２四半期連結会計期間の商品先物取引事業にかかる委託売買高は前年

同四半期連結会計期間比30.7％減の290千枚、受取手数料は前年同四半期連結会計期間比29.4％減の６億

97百万円に留まりました。売買損益につきましては、13百万円の売買収益（前年同四半期連結会計期間は

・定性的情報・財務諸表等
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５百万円の売買損失）を計上しました。この結果、当第２四半期連結累計期間の商品先物取引事業にか

かる委託売買高は前年同四半期連結累計期間比27.5％減の580千枚、受取手数料は前年同四半期連結累計

期間比26.9％減の14億36百万円に留まりました。売買損益につきましては、６百万円の売買収益（前年同

四半期連結累計期間は69百万円の売買損失）を計上しました。 

②金融商品取引関連事業 

イ）外国為替取引事業 

当第２四半期連結会計期間の外国為替市場は、米国経済の状況を見極めようとする動きやＥＵ経済、中

国経済などに対するさまざまな観測が相場動向に影響し、投資家にとって方向感の掴みづらい相場展開が

続きました。結果として、当第２四半期連結会計期間の外国為替証拠金取引にかかる収益は、前年同四半

期連結会計期間比55.3％減の１億12百万円となりました。この結果、当第２四半期連結累計期間の外国為

替証拠金取引にかかる収益は、前年同四半期連結累計期間比51.7％減の２億18百万円となりました。 

ロ）証券事業 

当第２四半期連結会計期間の株式市場は、期間後半にかけて金融不安の後退観測を背景に上昇基調をた

どる展開となり、その結果、当第２四半期連結会計期間の子会社アルバース証券株式会社の証券事業にお

ける手数料収入は、投資銀行業務による収入もあり、前年同四半期連結会計期間比75.5％増の49百万円と

なりました。当第２四半期連結累計期間では手数料収入が前年同四半期連結累計期間比45.6％増の1億13

百万円となりました。また、子会社の株式会社マックスマネー・インベストメントによる証券ディーリン

グ業務で35百万円の収益（当第２四半期連結累計期間）を計上しました。 

③その他の事業 

当第２四半期連結会計期間のその他の事業としては、毎月一定額を積み立てる金の定額購入商品「純金

積立」の手数料収入や子会社興栄商事株式会社の事業である不動産賃貸業務による収入、損害保険代理店

業務による保険料収入、子会社ビバーチェ・キャピタル・マネジメント株式会社の投資運用業務による運

用報酬等があり、合わせて25百万円の収益（前第２四半期連結会計期間は３百万円の収益）を計上いたし

ました。その結果、当第２四半期連結累計期間のその他の事業では34百万円の収益（前第２四半期連結累

計期間は６百万円の収益）を計上いたしました。 

当第２四半期連結会計期間における当社グループの営業費用は、支店統合による営業の集中や効率的な

業務の推進を図るなどグループ全体で経費の削減に努めた結果、前年同四半期連結会計期間比22.2％減の

14億67百万円となりました。この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの営業費用は、

前年同四半期連結累計期間比21.7％減の27億96百万円となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結会計期間の営業収益は、前年同四半期連結会計期間比26.6％減の９億32

百万円、営業損失が５億35百万円（前年同四半期連結会計期間は営業損失が６億15百万円）、経常損失が

５億54百万円（前年同四半期連結会計期間は経常損失が５億25百万円）、第２四半期純損失は４億45百万

円（前年同四半期連結会計期間は第２四半期純損失が４億94百万円）となりました。この結果、当第２四

半期連結累計期間の営業収益は、前年同四半期連結累計期間比24.1％減の18億45百万円、営業損失が９億

50百万円（前年同四半期連結累計期間は営業損失が11億38百万円）、経常損失が９億68百万円（前年同四

半期連結累計期間は経常損失が10億12百万円）、第２四半期純損失は９億15百万円（前年同四半期連結累

計期間は第２四半期純損失が11億23百万円）となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

  ①資産 

 当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて1.9％減少し、246億44

百万円となりました。これは、差入保証金の増加はあったものの、現金及び預金の減少、有価証券の減少

等によるものであります。また、固定資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて0.6％減少し、117億04

百万円となりました。これは、投資有価証券の評価損が増加したことなどによるものであります。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末の総資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて1.5％減少

し、363億48百万円となりました。 

  ②負債 

 当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、第１四半期連結会計期間末に比べて4.9％減少し、205億49

百万円となりました。これは、預り証拠金の減少等によるものであります。また、固定負債は、第１四半

期連結会計期間末に比べて51.3％増加し、32億32百万円となりました。これは、借入契約更新による長期

借入金の増加等によるものであります。 

 また、特別法上の準備金として51百万円を計上しております。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、第１四半期連結会計期間末に比べて0.2％減少

し、238億32百万円となりました。 

  ③純資産 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産の合計は、第１四半期連結会計期間末に比べて4.0％減少し、125

億15百万円となりました。これは、利益剰余金の減少等によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の１株当たり純資産は、第１四半期連結会計期間末に比べて、30円10銭減

少し、735円59銭となりました。また、自己資本比率は、第１四半期連結会計期間末の35.3％から、当第

２四半期連結会計期間末は34.4％となりました。 

④キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループのキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、当第２四半期連

結累計期間の税金等調整前四半期純損失が８億83百万円となり、また、預り証拠金の減少や差入保証金の

増加（キャッシュ・フローは減少）等により営業活動によるキャッシュ・フローが減少したことなどから

当第２四半期連結累計期間末は21億06百万円となり、第１四半期連結会計期間末に比べて２億73百万円の

減少となりました。 

イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

  当第２四半期連結累計期間において営業活動による資金は36億27百万円の減少（前第２四半期連結累計

期間は11億72百万円の減少）となりました。これは主に、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半

期純損失が８億83百万円となったことや預り証拠金の減少、差入保証金の増加（キャッシュ・フローは減

少）などによるものであります。 

ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

  当第２四半期連結累計期間において投資活動による資金は26億36百万円の増加（前第２四半期連結累計

期間は15億09百万円の減少）となりました。これは主に、金銭の信託の解約による収入等によるものであ

ります。 

ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 
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  当第２四半期連結累計期間の財務活動による資金は10億17百万円の増加（前第２四半期連結累計期間

は４億40百万円の増加）となりました。これは主に、短期借入金の増加等によるものであります。 

  

連結業績予想についてですが、当社グループは、商品先物市場、外国為替市場、株式市場等において投

資サービス事業を展開しております。これらの市場には、世界の政治・経済情勢、相場動向等の不確実な

要因が多種多様に存在しており、特に近年においては、それらの要因が複雑に絡み合い、各市場における

相場乱高下を引き起こす現状となっております。さらに投資環境及び投資家の投資マインドの変化は従来

とは異なり予測を超えるスピードで変化しており、お客様からの手数料収入が収益の大半を占める当社及

び当社グループの業績への影響は予想が困難な状況にあります。 

 世界の政治・経済等の今後につきましては非常に不透明な状況にあり、予測不可能な事態が発生するこ

とも考えられます。このような環境を踏まえて検討した結果、業績予想の策定が著しく困難であるばかり

でなく、投資家の皆様の重要な投資判断材料である業績予想を開示することが投資判断をミスリードする

リスクもあると判断し、平成22年３月期より連結・個別の業績予想公表を非開示とさせていただくことに

いたしました。 

なお、業績予想を非開示とする代わりに月次ベースの営業資産を適時開示させていただいております。

具体的には、毎月末の顧客口座数、商品先物取引・外国為替証拠金取引の預り証拠金額、商品先物取引の

残玉数を翌月15日前後に開示させていただきます。また、業績の差異につきましては、前連結会計年度の

実績数値を基準に、営業収益が前連結会計年度に比べて110％以上または90％以下の場合、経常利益また

は当期純利益が前連結会計年度に比べて130％以上または70％以下の場合には業績の差異の開示を行ない

ます。この差異の開示につきましては、第２四半期決算及び通期決算時を対象といたします。 

当第２四半期連結累計期間の業績は、「定性的情報・財務諸表等」の「１．連結経営成績に関する定性

的情報」でご説明いたしました通り、厳しい内容となりました。その結果、「サマリーページ」の「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）」の「（１）連結経営成

績（累計）」で記述しましたように、当第２四半期連結累計期間の営業収益が前第２四半期連結累計期間

と比較して10％以上の差異が発生し開示が必要となりましたので、本決算短信発表と同時に当該資料「平

成22年３月期第２四半期累計期間の業績（連結・個別）の差異に関するお知らせ」を開示させていただき

ます。詳細は同資料をご参照ください。 

当社グループは、今後とも環境の変化に即応した営業体制を整備し、業績の向上に努めてまいります。

人材育成の強化や情報サービス体制の拡充など営業サービスの充実を図り、預り証拠金や顧客数の増大な

ど営業資産の拡大を進めるとともに、オンライン・トレードのサービス拡充、子会社各社の事業拡大な

ど、グループの総合力で、お客様の多様な資産運用ニーズにお応えしてまいります。 

  
  

当第２四半期連結会計期間における重要な子会社の異動はありません。 

  

該当事項はありません。 

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
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該当事項はありません。 

  

  

(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
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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：千円）

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 9,481,131 10,508,846 

委託者未収金 130,109 346,774 

有価証券 520,794 1,843,671 

商品及び製品 340,665 330,778 

保管有価証券 2,164,255 1,628,483 

委託者先物取引差金 2,281,250 3,494,939 

差入保証金 6,543,987 5,395,378 

信用取引資産 697,453 715,588 

信用取引貸付金 694,699 584,199 

信用取引借証券担保金 2,754 131,388 

その他 2,525,781 3,385,705 

貸倒引当金 △41,396 △60,670 

流動資産合計 24,644,032 27,589,495 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,399,641 3,467,481 

土地 3,943,147 3,943,147 

その他（純額） 152,093 164,270 

有形固定資産合計 7,494,883 7,574,899 

無形固定資産 270,927 238,502 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,411,011 1,938,929 

その他 2,315,757 2,229,720 

貸倒引当金 △788,390 △769,285 

投資その他の資産合計 3,938,377 3,399,364 

固定資産合計 11,704,189 11,212,766 

資産合計 36,348,221 38,802,262 
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 4,237,657 2,422,557 

1年内返済予定の長期借入金 566,640 1,926,540 

未払法人税等 10,753 12,910 

引当金 51,300 53,200 

預り証拠金 7,696,859 9,534,985 

外国為替取引預り証拠金 3,514,176 5,400,389 

預り証拠金代用有価証券 2,164,255 1,628,483 

信用取引負債 695,749 707,067 

信用取引借入金 693,325 576,536 

信用取引貸証券受入金 2,424 130,530 

その他 1,612,411 930,106 

流動負債合計 20,549,804 22,616,240 

固定負債   

長期借入金 2,306,560 1,228,000 

退職給付引当金 528,758 583,876 

役員退職慰労引当金 363,862 494,945 

その他 32,847 37,913 

固定負債合計 3,232,028 2,344,735 

特別法上の準備金   

商品取引責任準備金 23,705 72,601 

金融商品取引責任準備金 27,429 27,161 

特別法上の準備金合計 51,135 99,763 

負債合計 23,832,968 25,060,739 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,245,237 3,245,237 

資本剰余金 2,715,614 2,715,614 

利益剰余金 8,876,640 10,302,664 

自己株式 △2,287,662 △2,282,386 

株主資本合計 12,549,830 13,981,130 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △37,559 △244,462 

少数株主持分 2,982 4,855 

純資産合計 12,515,253 13,741,523 

負債純資産合計 36,348,221 38,802,262 
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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：千円）

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   

受取手数料 2,262,833 1,673,594 

売買損益 △70,972 42,345 

その他 239,860 129,948 

営業収益合計 2,431,721 1,845,889 

営業費用 3,569,803 2,796,868 

営業損失（△） △1,138,082 △950,979 

営業外収益   

受取利息 42,986 35,498 

受取配当金 46,832 19,040 

有価証券売却益 138,526 7 

その他 17,876 29,288 

営業外収益合計 246,221 83,835 

営業外費用   

支払利息 96,768 90,441 

その他 23,538 11,079 

営業外費用合計 120,307 101,520 

経常損失（△） △1,012,167 △968,664 

特別利益   

投資有価証券売却益 130,456 21,122 

商品取引責任準備金戻入額 － 48,896 

会員権売却益 68,667 － 

その他 877 22,248 

特別利益合計 200,002 92,267 

特別損失   

固定資産売却損 － 2,396 

投資有価証券売却損 64,461 － 

商品取引責任準備金繰入額 2,521 － 

金融商品取引責任準備金繰入額 245 267 

投資有価証券評価損 180,595 － 

その他 1,506 4,237 

特別損失合計 249,330 6,901 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,061,495 △883,298 

法人税、住民税及び事業税 62,564 5,675 

法人税等調整額 1,950 28,048 

法人税等合計 64,515 33,723 

少数株主損失（△） △2,174 △1,873 

四半期純損失（△） △1,123,835 △915,149 
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

受取手数料 1,137,623 798,180 

売買損益 △576 46,856 

その他 132,589 87,178 

営業収益合計 1,269,637 932,215 

営業費用 1,885,310 1,467,725 

営業損失（△） △615,673 △535,509 

営業外収益   

受取利息 31,741 23,333 

受取配当金 21,371 1,117 

有価証券売却益 91,499 － 

その他 6,845 8,895 

営業外収益合計 151,458 33,346 

営業外費用   

支払利息 48,978 43,515 

その他 12,564 8,686 

営業外費用合計 61,543 52,201 

経常損失（△） △525,758 △554,364 

特別利益   

投資有価証券売却益 129,214 21,122 

商品取引責任準備金戻入額 39,375 76,261 

会員権売却益 68,667 － 

その他 △2,982 － 

特別利益合計 234,275 97,383 

特別損失   

固定資産売却損 － 1,782 

金融商品取引責任準備金繰入額 245 267 

投資有価証券評価損 166,228 － 

その他 796 25 

特別損失合計 167,270 2,075 

税金等調整前四半期純損失（△） △458,752 △459,056 

法人税、住民税及び事業税 51,372 2,837 

法人税等調整額 △13,416 △15,844 

法人税等合計 37,956 △13,007 

少数株主損失（△） △2,174 △439 

四半期純損失（△） △494,534 △445,610 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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損失（△） △1,061,495 △883,298 

減価償却費 122,895 126,959 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 177,999 △169 

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,800 △1,900 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,096 △55,117 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,584 △131,083 

特別法上の準備金の増減額（△は減少） 2,766 △48,628 

受取利息及び受取配当金 △89,819 △54,539 

支払利息 96,768 90,441 

為替差損益（△は益） △4,080 5,332 

有形固定資産売却損益（△は益） 347 2,367 

有価証券売却損益（△は益） △204,522 △21,129 

たな卸資産の増減額（△は増加） △63,471 △9,886 

委託者未収金の増減額（△は増加） △121,213 44,545 

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

△864,987 1,213,689 

差入保証金の増減額（△は増加） 84,387 △1,147,805 

信用取引資産の増減額（△は増加） 720,995 18,134 

預り証拠金の増減額（△は減少） △580,148 △3,724,338 

信用取引負債の増減額（△は減少） △687,482 △11,317 

その他 1,475,774 1,016,374 

小計 △943,973 △3,571,371 

利息及び配当金の受取額 89,819 54,539 

利息の支払額 △98,160 △96,844 

法人税等の支払額 △219,910 △13,805 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,172,226 △3,627,481 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △3,687,000 △3,687,000 

定期預金の払戻による収入 3,687,000 3,687,000 

有価証券の取得（△）又は売却 1,367,749 1,321,000 

金銭の信託の取得による支出 △1,997,334 △211,337 

金銭の信託の解約による収入 － 1,800,000 

有形固定資産の取得による支出 △46,097 △15,228 

有形固定資産の売却による収入 966 2,976 

投資有価証券の取得による支出 △566,079 △300,580 

投資有価証券の売却による収入 138,181 58,408 

貸付けによる支出 △92,000 － 

貸付金の回収による収入 － 3,131 

その他 △315,022 △21,993 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,509,636 2,636,376 
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（単位：千円）

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） 1,341,817 1,815,100 

長期借入金の返済による支出 △281,340 △1,794,540 

長期借入れによる収入 － 1,513,200 

少数株主からの払込みによる収入 10,000 － 

自己株式の取得による支出 △29,053 △5,276 

配当金の支払額 △601,294 △510,874 

財務活動によるキャッシュ・フロー 440,128 1,017,609 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38 △6,135 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,241,772 20,369 

現金及び現金同等物の期首残高 4,446,949 2,086,628 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,205,176 2,106,997 
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該当事項はありません。 

  

 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) 

  

 全セグメントの営業収益の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「金融・投資サービス関連事

業」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

 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) 

  

 全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省

略しております。 

  

 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) 

  

 海外営業収益が、連結営業収益の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

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

 【事業の種類別セグメント情報】

 【所在地別セグメント情報】

 【海外売上高】

(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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