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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 純営業収益 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 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 1,935 29.2 1,894 35.3 △174 ― △195 ― △244 ―

21年3月期第3四半期 1,498 ― 1,400 ― △1,626 ― △1,578 ― △1,422 ―

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3四半期 △12.22 ―

21年3月期第3四半期 △71.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
自己資本規制比

率
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

22年3月期第3四半期 7,820 2,645 33.8 132.26 324.2
21年3月期 9,403 2,881 30.6 144.04 260.0

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,645百万円 21年3月期  2,881百万円

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  

業績予想と同様に、金融商品取引業は通常の業績を適正に予想することが困難なため、配当予想についても未定としております。 

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 0.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
金融商品取引業の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、通常の業績を適正に予想し、開示することは極めて困難で
あります。そのような状況において業績予想を開示することは投資家等に誤認を与えるおそれがあるため、当社は通常の業績予想を開示しておりません。
それに代えて、四半期および通期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で速やかに開示いたします。 
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５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) 四半期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、５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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 20,013,042株 21年3月期  20,013,042株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  10,898株 21年3月期  10,698株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 20,002,328株 21年3月期第3四半期 20,003,893株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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平成21年４月１日から12月31日の９か月間（以下、当第３四半期）におけるわが国の経済は、雇用不安、所得の

減少等により個人消費が冷え込む中、デフレ懸念も加わり、依然として厳しい状況が続きましたが、10月以降、企

業部門における収益の改善、環境関連に対する設備投資意欲および米国の景気回復への期待感が台頭するなど、景

況感においては若干の改善も見受けられました。 

日本の株式市場におきましては、期初8,100円台でスタートした日経平均株価は９月末には10,000円台を回復いた

しました。しかし、その後の円高の進行等により11月下旬には9,000円台を割る寸前まで下落いたしましたが、期末

は10,500円台で取引を終えました。 

主な概況は以下のとおりであります。  

（１）純営業収益 

① 受入手数料 

当第３四半期は、株式の委託手数料が前年同期比で３億１百万円増の９億27百万円（前年同期比48.1％増）、債

券、受益証券を含めた委託手数料の合計は、９億29百万円（前年同期比47.5％増）となりました。 

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、３億27百万円（前年同期比323.1％増）となりま

した。 

また、その他の受入手数料は、85百万円（前年同期比28.3％減）となりました。 

  

② トレーディング損益 

当第３四半期の株券等トレーディング損益は、１億２百万円（前年同期比70.5％減）となりました。また、債券

等トレーディング損益は３億86百万円（前年同期比107.8％増）となり、全体で４億89百万円（前年同期比8.1％

減）となりました。 

  

③ 金融収支 

当第３四半期の金融費用は、40百万円（前年同期比57.9％減）となりました。一方、金融収益は、１億４百万円

（前年同期比25.4％減）となり、金融収支は差し引きで63百万円（前年同期比49.7％増）となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期の純営業収益は、18億94百万円（前年同期比35.3％増）となりました。 

  

（２）販売費・一般管理費 

当第３四半期の販売費・一般管理費は、希望退職等による人員減や株券等のトレーディング損益が減少したことに

よる報酬減により、人件費が４億47百万円減の９億50百万円（前年同期比32.0％減）、不動産関係費が２億３百万円

減の２億54百万円（前年同期比44.5％減）、取引関係費が１億80百万円減の３億26百万円（前年同期比35.7％減）等

により合計９億57百万円減少し、合計20億69百万円（前年同期比31.6％減）となりました。 

  

（３）特別損益 

当第３四半期は特別利益として、事業分離における移転利益45百万円、金融商品取引責任準備金戻入35百万円、賞

与引当金戻入額21百万円など合計で１億７百万円を計上いたしました。 

特別損失として、事業分離関連費用66百万円、顧客係争に関する和解金37百万円、本社移転費用17百万円、店舗統

廃合費用14百万円など合計で１億50百万円を計上いたしました。  

  

以上の結果、当第３四半期の経常損失は１億95百万円（前年同期は15億78百万円の経常損失）、四半期純損失は２

億44百万円（前年同期は14億22百万円の四半期純損失）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報
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（１）資産、負債、純資産の状況 

当社の資金の財源は、資本金を含む自己資金と保有不動産および有価証券他の担保差入れによる金融機関からの

借入れ、平成20年11月および平成21年３月に発行した転換社債型新株予約権付社債が主な財源となっております。

その他、必要に応じて金融機関から流動的な資金が調達できる体制を構築しております。 

① 資産 

当第３四半期末の資産合計は、前期末と比べ15億83百万円減少し78億20百万円となりました。その主な要因は、

事業分離に伴い預託金10億33百万円、信用取引資産４億４百万円が減少したこと、現金・預金２億９百万円が減少

したこと等によるものであります。 

② 負債 

当第３四半期末の負債合計は、前期末と比べ13億47百万円減少し51億75百万円となりました。その主な要因は、

短期借入金が２億円増加したものの事業分離に伴い受入保証金５億48百万円、預り金４億84百万円、信用取引負債

４億９百万円が減少したこと等によるものであります。  

③ 純資産 

当第３四半期末の純資産合計は、前期末と比べ２億35百万円減少し、26億45百万円となりました。その主な要因

は、その他有価証券評価差額金が８百万円増加したものの当四半期純損失２億44百万円を計上したことによるもの

であります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、期首残高に比べて２億９百万円減少し30億44百万円となりまし

た。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは、９億59百万円の減少（前年同期は22億64百万円の減少)

となりました。これは主として、預り金及び受入保証金の減少８億44百万円、信用取引資産及び信用取引負債の減

少１億16百万円、預託金の減少４億22百万円および税引前四半期純損失の計上２億38百万円をしたことによるもの

であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期の投資活動によるキャッシュ・フローは、５億50百万円の増加（前年同期は29百万円の減少）とな

りました。これは主として、差入保証金の差入による支出31百万円、事業分離による収入５億33百万円、従業員に

対する長期貸付金の回収による収入17百万円、差入保証金の回収による収入38百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期の財務活動によるキャッシュ・フローは、１億99百万円の増加（前年同期は８億97百万円の増加）

となりました。この要因は短期借入金の増加２億円であります。 

  

  

当社は、金融商品取引業を中核とする「投資・金融サービス業」を主な事業内容としておりますが、その業績

は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあります。 

そのような中、当社はお客様との対面取引を中心に取扱商品の多様化や、売買業務から資産管理業務への転換な

ど、市況に左右されない収益の安定化に取り組んでおりますが、当第３四半期におきましては、営業収益19億35百

万円のうち株式受入手数料が９億36百万円（営業収益に対する構成比48.4％）、株式のトレーディング損益が１億

２百万円（同5.3％）、合計で10億38百万円と相当程度の割合を占めており、株式市況の変動に大きく依存しており

ます。将来の株式市況の変動を的確に予測することが極めて困難な状況において業績の見通しを開示することは、

投資家等に誤認を与える恐れがあるため、当社は通常の業績予想を開示しておりません。従いまして、当社におき

ましては通期の業績予想に代えて四半期および通期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えられる時点で速や

かに開示してまいります。 

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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① 簡便な会計処理  

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定しております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（資産のグルーピングの方法） 

従来、本・支店からなる営業店舗網を一つの資産グループとしてグルーピングしておりましたが、事業再編に伴

う事業単位の見直し等により、前事業年度より、リテール営業部門である営業店単位、インターネット取引部門で

ある通信取引センター、トレーディング業務を主体としたディーリング部門および本社分室や従業員用社宅等から

なる共用資産にグルーピングの変更をしたため、前第３四半期会計期間と当第３四半期会計期間で資産のグルーピ

ングの方法が異なっております。 

なお、前第３四半期会計期間および前第３四半期累計期間は変更後の資産のグルーピングの方法によった場合と

比較して、営業損失、経常損失、税引前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 3,044,503 3,253,694

預託金 776,126 1,809,230

顧客分別金信託 685,335 1,718,440

その他の預託金 90,790 90,790

トレーディング商品 1,412 14,899

商品有価証券等 1,412 14,899

約定見返勘定 86,722 1,059

信用取引資産 2,392,799 2,797,168

信用取引貸付金 2,344,813 2,542,411

信用取引借証券担保金 47,986 254,756

有価証券担保貸付金 103,669 －

借入有価証券担保金 103,669 －

立替金 25,870 9,289

顧客への立替金 － 329

その他の立替金 25,870 8,959

短期差入保証金 224,000 220,000

有価証券等引渡未了勘定 1,491 －

短期貸付金 1,107 2,649

前払金 480 395

前払費用 25,871 19,568

未収入金 10,039 80,693

未収収益 105,549 50,763

貸倒引当金 △10,233 △4,623

流動資産計 6,789,409 8,254,787

固定資産   

有形固定資産 396,117 385,305

建物 145,596 116,648

器具備品 53,654 71,790

土地 196,866 196,866

無形固定資産 3,063 2,939

借地権 2,273 2,273

電話加入権 666 666

その他 123 －

投資その他の資産 632,005 760,721

投資有価証券 229,717 217,115

関係会社株式 2,039 39

その他の関係会社有価証券 94,960 96,624

出資金 2,020 2,020

従業員に対する長期貸付金 45,403 59,683

長期差入保証金 197,554 340,018

長期前払費用 467 －

長期立替金 92,112 93,112

その他 82,800 64,000

貸倒引当金 △115,069 △111,892

固定資産計 1,031,186 1,148,966

資産合計 7,820,595 9,403,753
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 1,412 －

商品有価証券等 1,412 －

信用取引負債 2,207,712 2,617,043

信用取引借入金 2,124,943 2,159,448

信用取引貸証券受入金 82,768 457,594

預り金 596,410 1,080,427

顧客からの預り金 419,880 986,719

その他の預り金 176,529 93,707

受入保証金 187,773 736,594

有価証券等受入未了勘定 3,976 －

短期借入金 400,000 200,000

未払金 51,569 20,002

未払費用 223,728 123,442

リース資産減損勘定 173,652 192,638

未払法人税等 9,132 11,922

賞与引当金 22,500 48,000

流動負債計 3,877,866 5,030,072

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 1,000,000 1,000,000

繰延税金負債 2,401 －

退職給付引当金 183,715 204,357

長期リース資産減損勘定 80,514 219,186

その他の固定負債 6,250 8,750

固定負債計 1,272,880 1,432,294

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 24,301 60,151

特別法上の準備金計 24,301 60,151

負債合計 5,175,049 6,522,517

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,251,856 3,251,856

資本剰余金 1,204,043 1,204,043

利益剰余金 △1,810,446 △1,566,007

自己株式 △3,427 △3,418

株主資本合計 2,642,025 2,886,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,520 △5,237

評価・換算差額等合計 3,520 △5,237

純資産合計 2,645,546 2,881,236

負債・純資産合計 7,820,595 9,403,753
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益   

受入手数料 826,492 1,342,621

委託手数料 630,347 929,946

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

77,403 327,514

その他の受入手数料 118,741 85,160

トレーディング損益 532,171 489,004

金融収益 139,574 104,153

営業収益計 1,498,238 1,935,779

金融費用 97,367 40,986

純営業収益 1,400,870 1,894,792

販売費・一般管理費 3,026,932 2,069,159

取引関係費 507,132 326,237

人件費 1,397,448 950,252

不動産関係費 457,774 254,004

事務費 515,898 451,471

減価償却費 75,156 29,292

租税公課 19,034 16,340

貸倒引当金繰入れ － 5,786

その他 54,488 35,774

営業損失（△） △1,626,061 △174,367

営業外収益   

受取配当金 61,405 12,909

その他 7,201 2,227

営業外収益計 68,607 15,137

営業外費用   

投資事業組合運用損 3,223 1,664

社債発行費 2,659 －

社債利息 1,965 26,369

委託手数料返戻金 － 4,142

貸倒引当金繰入額 12,000 3,000

その他 771 1,187

営業外費用計 20,620 36,364

経常損失（△） △1,578,074 △195,593

特別利益   

事業分離における移転利益 － 45,000

金融商品取引責任準備金戻入 348,634 35,849

賞与引当金戻入額 77,006 21,763

証券市場基盤整備基金拠出金戻入額 23,432 －

貸倒引当金戻入額 14,409 －

受取和解金 － 4,883

投資有価証券売却益 13,000 －

特別利益計 476,482 107,496

－8－

丸八証券株式会社（8700）　平成22年３月期　第３四半期決算短信（非連結）



（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別損失   

過怠金等 275,000 －

事業分離関連費用 － 66,228

和解金 － 37,557

本社移転費用 － 17,271

店舗統廃合費用 10,594 14,840

減損損失 18,229 12,188

ゴルフ会員権評価損 － 2,000

固定資産除却損 1,241 294

ゴルフ会員権売却損 11,700 238

その他の関係会社有価証券評価減 705 －

その他 445 －

特別損失計 317,915 150,618

税引前四半期純損失（△） △1,419,506 △238,715

法人税、住民税及び事業税 5,721 5,723

法人税等調整額 △2,414 －

法人税等合計 3,306 5,723

四半期純損失（△） △1,422,813 △244,439
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △1,419,506 △238,715

減価償却費 75,156 29,292

事業分離関連費用 － 66,228

減損損失 18,229 12,188

和解金 － 37,557

本社移転費用 － 17,271

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,013 8,786

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △408,786 －

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 60,151 △35,849

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,855 △20,642

受取利息及び受取配当金 △64,413 △15,135

支払利息 40,423 29,782

事業分離における移転利益 － △45,000

社債発行費 2,659 －

受取和解金 － △4,883

賞与引当金戻入額 △77,006 △21,763

証券市場基盤整備基金拠出金戻入額 △23,432 －

投資有価証券売却損益（△は益） △13,000 －

固定資産除却損 1,241 294

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 11,700 238

ゴルフ会員権評価損 － 2,000

その他の関係会社有価証券評価減 705 －

過怠金等 275,000 －

店舗統廃合費用 10,594 14,840

貸付金の増減額（△は増加） 929 1,542

預託金の増減額（△は増加） 421,407 422,183

立替金の増減額（△は増加） 23,782 △15,581

短期差入保証金の増減額（△は増加） 172,000 －

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △507,315 △844,200

トレーディング商品の増減額 6,223 14,899

約定見返勘定の増減額（△は増加） △36 △85,662

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △579,840 △116,323

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △89,405 △103,669

その他の資産の増減額（△は増加） 122,972 166,008

その他の負債の増減額（△は減少） △48,583 △149,389

小計 △1,977,309 △873,703

利息及び配当金の受取額 64,413 15,135

和解金の受取額 － 1,453

和解金の支払額 － △39,000

利息の支払額 △38,910 △30,171

過怠金等の支払額 △275,000 －

事業分離関連費用の支払額 － △10,989

本社移転費用の支払額 － △117

リース解約等に伴う支払額 △25,171 △14,762

法人税等の支払額 △12,919 △7,322

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,264,896 △959,478
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

事業分離による収入 － 533,642

関係会社株式の取得による支出 － △2,000

有形固定資産の取得による支出 △63,746 △3,705

無形固定資産の取得による支出 △14,982 △165

投資有価証券の取得による支出 △535 －

投資有価証券の売却による収入 14,000 －

従業員に対する長期貸付けによる支出 △10,700 △3,140

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 7,249 17,420

ゴルフ会員権の償還による収入 12,765 －

ゴルフ会員権の売却による収入 300 1,850

差入保証金の差入による支出 △2,839 △31,673

差入保証金の回収による収入 28,622 38,067

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,866 550,295

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） 400,000 200,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 497,341 －

自己株式の取得による支出 △324 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 897,016 199,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,397,746 △209,191

現金及び現金同等物の期首残高 3,218,244 3,253,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,820,498 3,044,503
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

①分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日および法的形式を含む事業

分離の概要    

・分離先企業の名称 

オリックス証券株式会社 

・分離した事業の内容 

インターネットおよび電話を活用した通信取引事業 

・事業分離を行った主な理由 

当社は、対面取引事業に加えて、平成10年からインターネット取引を柱に、お客様の利便性を追求したサ

－ビスの提供および対面取引との相互補完をめざし通信取引事業を展開してまいりましたが、インターネッ

ト取引の急速な普及とともに手数料の値下げ競争等が激化する中、収益が見合わなくなってまいりました。

今後、収益力の向上を図るためには、地元愛知県の対面取引事業に経営資源を集中させることが不可欠で

あるとの認識に至りました。 

本事業の強化を図るオリックス証券株式会社のニーズと対面取引事業に経営資源を集中した事業展開をめ

ざす当社のニーズが合致したことから、吸収分割契約を行い、本事業を分割することとなりました。 

・事業分離日 

平成21年12月27日 

・法的形式を含む事業分離の概要 

当社を吸収分割会社、オリックス証券株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割 

  

②実施した会計処理の概要  

・移転損益の金額 

千円 

・移転した事業に係る資産および負債の適正な帳簿価額ならびにその主な内容 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）事業分離

45,000

流動資産 千円 8,044,398

資産合計 千円 8,044,398

流動負債 千円 6,890,106

負債合計 千円 6,890,106
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１．受入手数料 

（１）科目別内訳                                     （単位：千円）

  

(２）商品別内訳                                      （単位：千円）

  

６．その他の情報

  前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前期比 前事業年度 

      ％   

 委託手数料  630,347  929,946  147.5  794,356

（株券）  (625,834)  (927,033)  (148.1)  (787,791)

（債券）  (1,486)  (1,532)    (103.1)  (2,476)

（受益証券）  (3,025)  (1,380)    (45.6)  (4,088)

募集・売出し・特定投資家向け売

付け勧誘等の取扱手数料 
 77,403  327,514    423.1  91,065

（債券）  (31,126)  (4,458)      (14.3)  (40,918)

（受益証券）  (46,277)  (323,055)  (698.1)  (50,146)

 その他の受入手数料  118,741  85,160  71.7  141,501

（株券）  (9,832)  (8,987)    (91.4)  (12,540)

（債券）  (768)  (833)    (108.4)  (774)

（受益証券）  (102,201)  (72,672)    (71.1)  (119,682)

（その他）  (5,939)  (2,667)    (44.9)  (8,503)

 合計  826,492  1,342,621  162.4  1,026,923

  前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間 前期比 前事業年度  

            ％      

 株券  635,667  936,020  147.3  800,332

 債券  33,381  6,824  20.4  44,169

 受益証券  151,504  397,108  262.1  173,917

 その他  5,939  2,667  44.9  8,503

 合計  826,492  1,342,621  162.4  1,026,923
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２．トレーディング損益                                  （単位：千円）

  

３．自己資本規制比率 

  

  前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間  前期比 前事業年度  

      ％      

 株券等  345,994  102,046  29.5  377,198

 債券等  186,177  386,957  207.8  276,597

 合計  532,171  489,004  91.9  653,795

    前第３四半期末（百万円）  当第３四半期末（百万円） 

 固定化されていない自己資本の額    （Ａ）  3,136  2,733

 リ ス ク 相 当 額        （Ｂ）  1,171  843

   市場リスク相 当 額  12  12

   取引先リスク相当額  64  67

   基礎的リスク相当額  1,094  763

 自 己 資 本 規 制 比 率 

 （Ａ） /  (Ｂ） × １００       ％ 
 267.6  324.2
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  （単位：百万円）

四半期損益計算書の推移表

科  目 

前第１四半期 

自20.４.１ 

至20.６.30 

前第２四半期

自20.７.１ 

至20.９.30 

前第３四半期

自20.10.１ 

至20.12.31 

前第４四半期

自21.１.１ 

至21.３.31 

当第１四半期

自21.４.１ 

至21.６.30 

当第２四半期 

自21.７.１ 

至21.９.30 

当第３四半期

自21.10.１

至21.12.31

営業収益  623  441  433  351  600  687  648

受入手数料  349  223  252  200  435  445  460

トレーディング損益  221  164  146  121  134  200  154

金融収益  52  52  35  29  29  40  33

金融費用  35  34  26  24  13  15  12

純営業収益  587  406  407  327  586  671  636

販売費・一般管理費  1,087  976  963  874  700  717  657

取引関係費  181  172  152  143  107  115  102

人件費  525  423  448  387  323  327  299

不動産関係費  155  156  146  139  86  85  81

事務費  173  174  168  145  148  154  148

減価償却費  24  24  25  27  9  9  9

租税公課  6  6  6  19  5  5  5

その他  19  19  16  12  19  18  9

営業利益  △499  △570  △556  △547  △113  △45  △21

営業外収益  61  5  1  2  13  0  1

営業外費用  0  15  5  5  8  18  8

経常利益  △438  △580  △560  △550  △109  △63  △28

特別利益  428  －  50  416  41  16  56

特別損失  300  6  11  1,064  4  46  100

税引前四半期純利益  △311  △586  △521  △1,199  △72  △93  △72

法人税、住民税及び事業税  1  2  1  1  1  1  1

法人税等調整額  △0  △0  △0  △57  －  －  －

四半期純利益  △312  △588  △522  △1,144  △74  △95  △74
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