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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 13,539 △29.7 △938 ― △844 ― △5,957 ―

21年3月期 19,271 11.8 1,710 32.4 1,869 31.5 △1,389 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △234.10 ― △21.4 △1.5 △6.9

21年3月期 △74.59 ― △4.9 2.9 8.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 43,109 25,562 57.5 973.59
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  24,778百万円 21年3月期  30,788百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 △8,264 3,696 △554 9,727
21年3月期 10,401 △6,251 4,615 14,849

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 422 ― 1.4
22年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 381 ― 1.4

23年3月期 
（予想）

― 7.50 ― 7.50 15.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

6,500 △6.2 200 ― 200 ― 0 ―

通期 13,500 △0.3 700 ― 800 ― 300 ―
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」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 有

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 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  79,324株 21年3月期  79,164株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

22年3月期 9,499 △35.5 △1,650 ― △1,408 ― △5,941 ―

21年3月期 14,738 6.5 950 73.7 1,244 55.9 △1,540 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △233.48 ―

21年3月期 △82.67 ―

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 41,302 24,129 58.2 945.14
21年3月期 65,433 30,133 45.9 1,181.13

（参考） 自己資本 22年3月期  24,054百万円 21年3月期  30,048百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであります。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記の業績予想に関する事項につきましては、３ページからの「１．経営成績」をご参照ください。 
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（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、一昨年秋の金融危機以降、海外経済の改善や経済対策の効果

を背景として、外需を中心に景気の持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢の悪化や所得の減少な

ど依然として厳しい状態にあります。また、昨年１月に実施された株券電子化により当社グループの事

業環境は大きく変化しております。 

このような状況の下、当社グループでは抜本的な対応を検討し、更なる「持続的な成長」を図るた

め、「証券業務の総合的プラットフォーム」として進化し、重点事業領域である「証券会社・金融機関

向けミドル・バックサービスの提供」に経営資源を集中させ、効率的で高付加価値なサービスを提供す

ることを基本方針とした「基本戦略」を策定いたしました。 

そして、この「基本戦略」を実現するための「アクション・プラン」を決定し、当連結会計年度を

「構造改革期」と位置づけ業績の回復と再成長（営業利益赤字脱却）に向けた諸施策を鋭意実行してま

いりました。業務見直しによるシステム関連コストの削減および固定資産の除却、事務所コスト削減、

役員報酬の一部返上、希望退職制度の実施など効果的な経費削減策を強力に推進いたしました。これに

より、次期以降の大幅な経費削減が見込まれております。 

更に、事業全般において採算性を含め考慮した結果、将来的に投資額の回収が一部見込めない業務に

おけるシステム・機器などについて減損処理を行うなど「構造改革期」としての対応は計画どおりに遂

行いたしました。 

一方、本年２月１日に実施した組織変更において、業務フローの標準化やサービスレベルの向上等を

企画・推進する「業務企画室」を新設するなど、業務品質の更なる向上を推進するため、より効率的な

業務運営体制の整備に取り組んでおります。同時に、企業における情報資産の管理をトータルサポート

する「Ｄ－ＦＩＮＤＳ（電子文書管理サービス）」、「ＣＬＳ（間接口座管理サービス）」などの高付

加価値サービスについて積極的な事業展開を開始いたしました。 

今後も成長分野での業容拡大を更に強力に推進するとともに、新規業務の開発を一層進めることによ

り、当社グループの企業価値向上に努めてまいります。 

当連結会計年度の経営成績につきましては、株式市況の低迷および株券電子化による事務代行業務の

減少等を受け、営業収益は135億39百万円（前連結会計年度比29.7％減）となりました。損益面におき

ましては、全社的な経費削減に努めたものの、営業損失は９億38百万円（前連結会計年度は営業利益17

億10百万円）、経常損失は８億44百万円（前連結会計年度は経常利益18億69百万円）となりました。 

また、業務見直しによる固定資産の除却、事業所の集約および希望退職制度の実施、振替決済業務お

よび封入封緘業務などに係る固定資産の減損処理などにより、特別損失48億77百万円を計上いたしまし

たので、当期純損失は59億57百万円（前連結会計年度は当期純損失13億89百万円）となりました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（次期の見通し） 

当社グループは、次期を「収益基盤確立期」と位置づけ、当連結会計年度に再構築した業務運営体制

を基に安定した収益基盤を確立し、「証券業務の総合的プラットフォーム」としての機能を充実させる

ため、業務の標準化、高付加価値なサービスの提供を進めてまいります。 

収益面では、既にサービスを開始しております「Ｄ－ＦＩＮＤＳ（電子文書管理サービス）」、「Ｃ

ＬＳ（間接口座管理サービス）」などの高付加価値サービスを積極的に拡大させる一方、新サービスを

順次投入してまいります。 

費用面では、当連結会計年度に実施した業務の標準化、固定費削減などの施策の効果が通期寄与する

ほか、引き続き、更なる固定費の削減を推進してまいります。 

こうしたことから、次期の業績につきましては、営業収益135億円（当連結会計年度比0.3％減）、営

業利益７億円（当連結会計年度は営業損失９億38百万円）、経常利益８億円（当連結会計年度は経常損

失８億44百万円）、当期純利益３億円（当連結会計年度は当期純損失59億57百万円）を見込んでおりま

す。 
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当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は97億27百万円となり、前

連結会計年度末より51億21百万円減少しました。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 

82億64百万円の資金の減少（前年同期比186億65百万円減）となりました。これは主に税金等調整前

当期純損失55億21百万円、信用取引資産の減少額83億円、短期受入保証金の減少額88億72百万円、信用

取引負債の減少額89億62百万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 

36億96百万円の資金の増加（前年同期比99億48百万円増）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６億14百万円、無形固定資産の取得による支出４億28百万円、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 

５億54百万円の資金の減少（前年同期比51億69百万円減）となりました。これは主に、配当金の支払

額４億44百万円によるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  ※   自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注４) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としていま

す。 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 41.3 45.8 57.5

時価ベースの自己資本比率 15.0 24.2 23.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.6 0.4 ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

21.0 17.0 ―
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当社は、配当政策を経営上の 重要課題のひとつとして認識しております。利益配分につきまして

は、配当性向を考慮しつつ、将来の事業展開等を見据えた経営基盤の強化を総合的に勘案し、適切かつ

安定性にも配慮した積極的な配当政策を行うことを基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当による年２回を基本的な方針としております。これ

らの配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金は１株当たり７円50銭を予定しており、中間

配当金７円50銭と合わせ、年間配当金15円を予定しております。 

内部留保金につきましては、今後の事業展開に活用していくこととしております。 

なお、当社は中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 

次期の配当につきましては、上記の方針に則り、１株当たり中間配当金７円50銭、期末配当金７円50

銭の年間配当金15円を予定しております。 

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 当社グループは、当社、子会社２社およびその他の関係会社１社で構成されています。 

 （平成22年３月31日） 

 

   （注）取引関係を示す矢印は、役務提供の方向を示しております。 

2. 企業集団の状況

① 証券バックオフィス業務を受託しております。

② 証券バックオフィス業務を委託しております。

③ 人材派遣業務、人事給与業務を委託しております。

④ 人材派遣業務を受託しております。
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当社グループは、「証券業務の総合的プラットフォーム」として証券・金融界に欠く事のできないイ

ンフラストラクチャーとしての役割を果たしていくことを経営の基本方針としております。 

当社グループは、営業利益を 重要視した経営を推進しております。証券・金融界の様々なニーズに

応えることで収益拡大を図る一方、効率経営に徹して営業利益の拡大を目指してまいります。 

当社グループは、重点事業領域である「証券会社・金融機関向けミドル・バックサービスの提供」に

経営資源を集中することで、「証券業務の総合的プラットフォーム」としての機能を充実・拡大させ、

証券会社・金融機関に向けた効率的で高付加価値なサービスの提供に努めてまいります。 

当社グループは、「証券業務の総合的プラットフォーム」として持続的な成長を図るため、昨年策定

いたしました「基本戦略」および「アクション・プラン」において、次期を「収益基盤確立期」と位置

づけており、営業利益の黒字化を目指し、以下の３点を重要課題として取り組んでまいります。 

① サービスの高品質化 

当社グループは、地銀系証券会社向けに展開している「Ｄｒｅａｍ－Ｓ＆Ｓ」をはじめ、新たに開始

いたしました「Ｄ－ＦＩＮＤＳ（電子文書管理サービス）」、「ＣＬＳ（間接口座管理サービス）」な

どの高付加価値サービスを拡大させるとともに、今後予定される各種制度変更に対応した新たな高付加

価値サービスを積極的に提供してまいります。 

② 業務体制の効率化 

当社グループは、当連結会計年度に再構築した業務運営体制の下で業務の標準化を更に推進し、定期

的に業務および事業の評価を行うとともに、役割分担の明確化および人員の適正配置などを通じて、今

後とも弾力的な組織の再編および構築に努めてまいります。また、海外ＢＰＯの活用などにより、業務

体制の更なる効率化を目指してまいります。 

③ 全社的な経費削減 

当社グループでは、株券電子化により収益構造が大幅に変化したことに加え、景気低迷を背景に激し

いコスト競争が行われており、今後もより一層激化することが予想されております。これらに対応すべ

く当社グループは、当連結会計年度において抜本的な経費削減を図っておりますが、引き続き、全社的

な経費削減に取り組んでまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 14,688 9,665

預託金 1,606 606

営業貸付金 4,588 6,799

短期貸付金 5,000 －

信用取引資産 20,048 11,747

信用取引貸付金 7,293 6,824

信用取引借証券担保金 12,754 4,923

有価証券担保貸付金 － 2,883

借入有価証券担保金 － 2,883

営業未収入金 1,639 1,226

有価証券 161 211

繰延税金資産 77 62

短期差入保証金 9,996 3,123

その他 396 327

貸倒引当金 △481 △354

流動資産合計 57,720 36,299

固定資産

有形固定資産

建物 1,713 1,461

減価償却累計額 △1,108 △1,086

建物（純額） 604 374

車両運搬具 22 －

減価償却累計額 △16 －

車両運搬具（純額） 5 －

工具、器具及び備品 881 921

減価償却累計額 △512 △795

工具、器具及び備品（純額） 368 125

土地 ※1 1,478 ※1 1,312

有形固定資産合計 2,456 1,813

無形固定資産

ソフトウエア 2,440 176

ソフトウエア仮勘定 50 －

その他 165 120

無形固定資産合計 2,655 297

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 3,504 ※2 4,109

長期貸付金 7 －

繰延税金資産 109 84
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

その他 896 525

貸倒引当金 △77 △21

投資その他の資産合計 4,441 4,698

固定資産合計 9,554 6,809

資産合計 67,274 43,109

負債の部

流動負債

短期借入金 1,670 1,620

信用取引負債 16,880 7,917

信用取引借入金 1,584 1,691

信用取引貸証券受入金 15,296 6,226

有価証券担保借入金 400 592

有価証券貸借取引受入金 ※2 400 ※2 592

営業未払金 332 303

未払法人税等 179 147

短期受入保証金 12,871 3,998

賞与引当金 388 248

その他 1,103 853

流動負債合計 33,826 15,682

固定負債

繰延税金負債 52 325

再評価に係る繰延税金負債 ※1 10 －

退職給付引当金 835 662

役員退職慰労引当金 36 －

その他 470 200

固定負債合計 1,405 1,188

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※4 536 ※4 675

特別法上の準備金合計 536 675

負債合計 35,768 17,546
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,898 8,902

資本剰余金 11,722 11,725

利益剰余金 14,717 3,720

自己株式 △53 △53

株主資本合計 35,284 24,294

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 97 484

土地再評価差額金 ※1 △4,594 ※1 △0

評価・換算差額等合計 △4,496 484

新株予約権 84 75

少数株主持分 633 709

純資産合計 31,506 25,562

負債純資産合計 67,274 43,109
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益 19,271 13,539

営業費用 7,376 5,883

営業総利益 11,894 7,656

一般管理費 ※1 10,183 ※1 8,595

営業利益又は営業損失（△） 1,710 △938

営業外収益

受取利息 4 6

受取配当金 68 56

受取遅延損害金 37 －

消耗品売却代 23 －

その他 55 34

営業外収益合計 190 97

営業外費用

障害者雇用納付金 － 3

株式交付費 30 －

その他 1 0

営業外費用合計 31 3

経常利益又は経常損失（△） 1,869 △844

特別利益

投資有価証券売却益 12 －

貸倒引当金戻入額 － 30

移転補償金 － 140

その他 0 29

特別利益合計 13 200

特別損失

固定資産除却損 ※2 29 ※2 349

投資有価証券売却損 8 －

投資有価証券評価損 1,585 212

解約違約金 － 360

希望退職関連費用 － 742

退職給付費用 － 216

金融商品取引責任準備金繰入れ 179 138

減損損失 － ※3 2,672

その他 133 184

特別損失合計 1,936 4,877

税金等調整前当期純損失（△） △54 △5,521

法人税、住民税及び事業税 303 271

法人税等調整額 879 28

法人税等合計 1,183 300

少数株主利益 151 135

当期純損失（△） △1,389 △5,957
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,844 8,898

当期変動額

新株の発行 3,054 3

当期変動額合計 3,054 3

当期末残高 8,898 8,902

資本剰余金

前期末残高 8,676 11,722

当期変動額

新株の発行 3,045 3

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 3,045 3

当期末残高 11,722 11,725

利益剰余金

前期末残高 16,443 14,717

当期変動額

剰余金の配当 △336 △445

当期純損失（△） △1,389 △5,957

自己株式の処分 － △0

土地再評価差額金の取崩 － △4,594

当期変動額合計 △1,726 △10,997

当期末残高 14,717 3,720

自己株式

前期末残高 △52 △53

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △53 △53

株主資本合計

前期末残高 30,911 35,284

当期変動額

新株の発行 6,099 6

剰余金の配当 △336 △445

当期純損失（△） △1,389 △5,957

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 － △4,594

当期変動額合計 4,372 △10,990
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期末残高 35,284 24,294

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △81 97

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

179 386

当期変動額合計 179 386

当期末残高 97 484

土地再評価差額金

前期末残高 △4,594 △4,594

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 4,594

当期変動額合計 － 4,594

当期末残高 △4,594 △0

評価・換算差額等合計

前期末残高 △4,675 △4,496

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

179 4,980

当期変動額合計 179 4,980

当期末残高 △4,496 484

新株予約権

前期末残高 48 84

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35 △9

当期変動額合計 35 △9

当期末残高 84 75

少数株主持分

前期末残高 604 633

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28 75

当期変動額合計 28 75

当期末残高 633 709
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

純資産合計

前期末残高 26,889 31,506

当期変動額

新株の発行 6,099 6

剰余金の配当 △336 △445

当期純損失（△） △1,389 △5,957

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 － △4,594

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 243 5,046

当期変動額合計 4,616 △5,943

当期末残高 31,506 25,562
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △54 △5,521

減価償却費 854 1,135

減損損失 － 2,672

貸倒引当金の増減額（△は減少） 121 △30

賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △139

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △40 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △74 △173

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △414 △36

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 179 138

受取利息及び受取配当金 ※2 △1,186 ※2 △862

支払利息 ※3 613 ※3 291

固定資産除却損 － 349

投資有価証券評価損益（△は益） 1,585 212

解約違約金 － 360

希望退職関連費用 － 742

預託金の増減額（△は増加） △680 1,000

営業貸付金の増減額（△は増加） 1,029 △2,308

信用取引資産の増減額（△は増加） 5,175 8,300

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） － △2,883

営業未収入金の増減額（△は増加） 680 342

短期差入保証金の増減額（△は増加） 1,142 6,932

信用取引負債の増減額（△は減少） 830 △8,962

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △639 191

営業未払金の増減額（△は減少） △68 △20

短期受入保証金の増減額（△は減少） 253 △8,872

長期未払金の増減額（△は減少） 456 △305

その他 836 △212

小計 10,594 △7,658

利息及び配当金の受取額 1,184 939

利息の支払額 △613 △303

解約違約金の支払額 － △360

希望退職関連費用の支払額 － △742

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △764 △138

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,401 △8,264
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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 △328 △614

無形固定資産の取得による支出 △844 △428

長期前払費用の取得による支出 △44 △85

投資有価証券の取得による支出 △108 △205

投資有価証券の売却による収入 18 27

短期貸付金の増減額（△は増加） △5,000 5,000

長期貸付金の回収による収入 9 7

その他 46 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,251 3,696

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） △1,070 △50

株式の発行による収入 6,068 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 △335 △444

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 4,615 △554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,764 △5,121

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期末残高 ※1 14,849 ※1 9,727
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。 同左
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社は３社であり、会社名は株式会社だいこ

うエンタープライズ、日本クリアリングサービス株式

会社および株式会社ジャパン・ビジネス・サービスで

あります。

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社は２社であり、日本クリアリングサービ

ス株式会社および株式会社ジャパン・ビジネス・サー

ビスであります。

なお、当社は平成22年１月１日をもって連結子会社

である株式会社だいこうエンタープライズを吸収合併

しております。

２  持分法の適用に関する事項

非連結子会社および関連会社がないため、持分法の

適用はありません。

２  持分法の適用に関する事項

同左

３  連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。

３  連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

４  会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

  その他有価証券

① 時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定)

４  会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

その他有価証券

① 時価のあるもの

同左

② 時価のないもの

移動平均法による原価法

② 時価のないもの

同左

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

(建物附属設備を除く)については、定額法によっ

ております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物 ３年～50年

車両運搬具 ６年

工具、器具及び

備品

２年～20年

また、平成19年３月31日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度額まで償却が終了した連

結会計年度の翌連結会計年度から５年間で均等償

却する方法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

② 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。

② 無形固定資産

同左

③ 長期前払費用

定額法によっております。

③ 長期前払費用

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を見積り計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給

見込額基準により計上しております。

② 賞与引当金

同左

③ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見

込額に基づき、当連結会計年度に見合う額を計上

しておりましたが、当連結会計年度においては支

給見込額が発生していないため、役員賞与引当金

を計上しておりません。

――――――
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。

会計基準変更時差異(541百万円)については、15

年による按分額を費用減額処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(12年)による按分額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度より費用処理しております。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上しております。

会計基準変更時差異(541百万円)については、15

年による按分額を費用減額処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(12年)による按分額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度より費用処理しております。

(追加情報)

当社は、希望退職制度の実施により「退職給付

制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準

適用指針第１号  平成14年１月31日)を適用してお

ります。

当該処理に伴う損失216百万円を、特別損失の

「退職給付費用」に計上しております。

⑤ 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

しております。

（追加情報）

  当社は、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20年６月27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。

⑤ 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

しております。

（追加情報）

主要な連結子会社は、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。

⑥ 金融商品取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、金融商品取

引法第46条の５の規定に基づき、金融商品取引業

等に関する内閣府令第175条に定めるところにより

算出した額を計上しております。

（会計処理の変更）

金融商品取引法の施行に伴い、前連結会計年度

まで旧証券取引法第51条の規定に基づき、旧証券

会社に関する内閣府令第35条に定めるところによ

り算出していた証券取引責任準備金については、

金融商品取引法第46条の５の規定に基づき金融商

品取引業等に関する内閣府令第175条に定めるとこ

ろにより算出し、金融商品取引責任準備金と表示

することとなりました。この結果、従来の方法に

よった場合に比べて、当連結会計年度の税金等調

整前当期純損失が129百万円減少しております。

⑥ 金融商品取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、金融商品取

引法第46条の５の規定に基づき、金融商品取引業

等に関する内閣府令第175条に定めるところにより

算出した額を計上しております。

――――――
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっております。

(4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５  連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

連結子会社の資産および負債の評価方法は、全面

時価評価法によっております。

５  連結子会社の資産および負債の評価に関する事項

同左

６  のれんおよび負ののれんの償却に関する事項

のれんは、５年間で均等償却しております。

６  のれんおよび負ののれんの償却に関する事項

のれんおよび負ののれんは、５年間で均等償却し

ております。

７  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金および取得日から３カ月以

内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資であります。

７  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準等）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取引

に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３

月30日改正））を適用しております。なお、所有権移転

外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のものについては、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

また、取引開始日が平成20年４月１日以降で通常の売買

取引に係る方法に準じて会計処理すべきリース取引がな

いことから、この変更による損益への影響はありませ

ん。

――――――

―――――― （退職給付に係る会計基準）

当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７月

31日）を適用しております。

これによる営業損失、経常損失および税金等調整前当

期純損失に与える影響はありません。また、本会計基準

の適用に伴い発生する退職給付債務の差額はありませ

ん。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（連結損益計算書）

１  前連結会計年度において、営業外収益の「その

他」に含めて表示しておりました「消耗品売却代」

（前連結会計年度９百万円）は、営業外収益の総額

の100分の10を超えるため、その金額の重要性を考

慮し、当連結会計年度より区分掲記することに変更

しております。

（連結損益計算書）

１  前連結会計年度において、営業外収益に区分掲記

しておりました「消耗品売却代」（当連結会計年度

１百万円）は、営業外収益の100分の10以下である

ため、当連結会計年度より「その他」へ含めて表示

することに変更しております。

―――――― ２  前連結会計年度において、特別利益に区分掲記し

ておりました「投資有価証券売却益」（当連結会計

年度0百万円）は、特別利益の100分の10以下である

ため、当連結会計年度より「その他」へ含めて表示

することに変更しております。

―――――― ３  前連結会計年度において、特別損失に区分掲記し

ておりました「投資有価証券売却損」（当連結会計

年度19百万円）は、特別損失の100分の10以下であ

るため、当連結会計年度より「その他」へ含めて表

示することに変更しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書)

１  前連結会計年度において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま

した「投資有価証券評価損益（△は益）」（前連結

会計年度９百万円）は、重要性が増したため、当連

結会計年度において区分掲記することに変更してお

ります。

（連結キャッシュ・フロー計算書)

１  前連結会計年度において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま

した「固定資産除却損」（前連結会計年度29百万

円）は、重要性が増したため、当連結会計年度にお

いて区分掲記することに変更しております。

２  前連結会計年度において、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「投資有価

証券売却益」（当期表示は「投資有価証券売却損益

（△は益）」）（当連結会計年度12百万円）は、そ

の金額の重要性を考慮し、当連結会計年度より「そ

の他」に含めて表示することに変更しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※１  土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)および「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改

正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評

価差額のうち法人税その他利益に関連する金額を課

税標準とする税金に相当する金額である繰延税金負

債を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除し

た金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上

しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資

産税評価額または同条第５号に定める鑑定評価によ

る方法に基づいて算出しております。

※１  土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)および「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改

正)に基づき事業用の土地の再評価を行い、土地再

評価差額金として純資産の部に計上しております。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資

産税評価額に基づいて算出しております。

 
再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の
帳簿価額との差額

137百万円

 
再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の期末に
おける時価と再評価後の
帳簿価額との差額

0百万円

※２  担保等に供されている資産

投資有価証券のうち446百万円および信用取引の

自己融資見返り株券のうち139百万円は、株券等貸

借取引契約に基づき貸付けております。なお、上記

のほか、信用取引の自己融資見返り株券のうち、先

物取引差入証拠金の代用として72百万円、証券取引

所への長期差入保証金の代用として151百万円、株

式会社日本証券クリアリング機構への清算基金の代

用として１百万円をそれぞれ差し入れております。

※２  担保等に供されている資産

投資有価証券のうち364百万円および信用取引の

自己融資見返り株券のうち327百万円は、消費貸借

契約に基づき貸付けております。なお、上記のほ

か、先物取引差入証拠金の代用として投資有価証券

159百万円および信用取引の自己融資見返り株券184

百万円、証券取引所への長期差入保証金の代用とし

て投資有価証券283百万円および信用取引の自己融

資見返り株券228百万円、株式会社日本証券クリア

リング機構への清算基金の代用として投資有価証券

1,327百万円をそれぞれ差し入れております。

 

３  担保等として差し入れた、または受け入れた有価

証券の時価額

項目
金額

(百万円)

差し入れた有価証券

  信用取引貸証券 15,760

  信用取引借入金の本担保証券 1,528

  その他担保として差し入れた
有価証券

5,156

受け入れた有価証券

  信用取引貸付金の本担保証券 6,677

  信用取引借証券 12,000

  受入証拠金代用有価証券 73

  受入保証金代用有価証券 11,899

  営業貸付金の担保として
受け入れた有価証券

4,114

３  担保等として差し入れた、または受け入れた有価

証券の時価額

項目
金額

(百万円)

差し入れた有価証券

 信用取引貸証券 6,906

 信用取引借入金の本担保証券 1,717

 その他担保として差し入れた
有価証券

3,950

受け入れた有価証券

 信用取引貸付金の本担保証券 6,902

 信用取引借証券 5,011

 受入証拠金代用有価証券 111

 受入保証金代用有価証券 10,044

 営業貸付金の担保として
受け入れた有価証券

11,037

 消費貸借契約により借り入れた
 有価証券

3,072
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前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※４  特別法上の準備金

特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

は、以下のとおりであります。

金融商品取引責任準備金…金融商品取引法第46条

の5

※４  特別法上の準備金

同左
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 一般管理費の主なもの

従業員給料及び手当 3,697百万円

賞与引当金繰入額 388  〃

退職給付費用 119  〃

役員退職慰労引当金繰入額 48  〃

貸倒引当金繰入額 121  〃

不動産賃借料 1,131  〃

減価償却費 854  〃
 

※１  一般管理費の主なもの

従業員給料及び手当 3,157百万円

賞与引当金繰入額 248  〃

退職給付費用 187  〃

役員退職慰労引当金繰入額 3  〃

不動産賃借料 901  〃

減価償却費 1,135  〃

 

※２  固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 10百万円

工具、器具及び備品 4  〃

ソフトウェア 13  〃

その他 0  〃

計 29百万円

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 22百万円

工具、器具及び備品 9  〃

ソフトウェア 195  〃

長期前払費用 120  〃

その他 0  〃

計 349百万円

――――――

 

※３  減損損失

当連結会計年度において、以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しております。

用途 地域 種類
金額 

(百万円)

事業用 
資産

東京

ほか

ソフトウェア、

建物等
2,584

処分予定 
資産

東京
ほか

土地、建物等 87

合計 2,672

当社は、事業用資産については管理会計上の区分

を基礎とした事業単位をもとに、処分予定資産につ

いては各資産を、それぞれグルーピングの 小単位

としております。

当社は、振替決済等の業務において、株券電子化

のシステム対応時に処理能力の強化を図りました

が、世界的な金融危機を背景とした顧客の戦略転換

などにより取扱件数が減少しております。また、封

入封緘業務において、一部大手顧客との業務継続交

渉不成立により設備機器等の稼働率が低下しており

ます。

当社は、こうした状況を事業の採算性も含め考慮

した結果、これらの業務を担っておりますバックオ

フィス業務、メーリング業務、株主名簿管理人業務

などにおいて構築したシステム・機器などについ

て、将来的にも投資額の回収が一部見込めないこと

により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、特別

損失として減損損失(2,672百万円)を計上しており

ます。

その主な内訳は、建物233百万円、工具、器具及

び備品418百万円、土地160百万円、ソフトウェア

1,739百万円およびその他119百万円などでありま

す。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売

却価額により測定しております。土地・建物の正味

売却価額については不動産鑑定評価額等により、そ

の他の資産については合理的な見積り等により算出

しております。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

新株予約権の権利行使による新株の発行による増加           5,000株 
第三者割当増資による新株の発行による増加             8,625,000株 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加                           1,145株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の売渡しによる減少                             430株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 16,889,600 8,630,000 ― 25,519,600

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 78,449 1,145 430 79,164

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)前連結

会計年度末
増加 減少

当連結 
会計年度末

提出会社
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― ― ― ― ― 84

合計 ― ― ― ― 84

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 168 10 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月28日 
取締役会

普通株式 168 10 平成20年９月30日 平成20年12月10日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 254 10 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

新株予約権の権利行使による新株の発行による増加           10,200株 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加                              255株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の売渡しによる減少                               95株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 25,519,600 10,200 ― 25,529,800

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 79,164 255 95 79,324

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)前連結

会計年度末
増加 減少

当連結 
会計年度末

提出会社
ストック・オプショ
ンとしての新株予約
権

― ― ― ― ― 75

合計 ― ― ― ― 75

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 254 10 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年10月30日 
取締役会

普通株式 190 7.5 平成21年９月30日 平成21年12月10日

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 190 7.5 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

 

現金及び預金 14,688百万円

有価証券(ＭＭＦ) 161  〃

現金及び現金同等物 14,849百万円

現金及び預金 9,665百万円

有価証券(ＭＭＦ) 161  〃

       計 9,827百万円

預入期間３カ月超の定期預金 △100  〃

現金及び現金同等物 9,727百万円

※２  受取利息及び受取配当金の内訳 ※２  受取利息及び受取配当金の内訳

 

金融収益 1,112百万円

受取利息 4  〃

受取配当金 68  〃

金融収益 798百万円

受取利息 6  〃

受取配当金 56  〃

※３  支払利息の内訳 ※３  支払利息の内訳

 
金融費用 613百万円 金融費用 291百万円
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前連結会計年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31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。 

  

当連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31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、昨年１月の株券電子化に伴い、当連結会計年度より、上記に事業区分を見直しておりま

す。 

  

 前連結会計年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日)および当連結会計年度(自 平成21

年４月１日 至 平成22年３月31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。 

  

 前連結会計年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日)および当連結会計年度(自 平成21

年４月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高がないため記載しておりません。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３  海外売上高
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前連結会計年度 

  

 
(注)  表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、前連結会計年度において、その他有価証券に

ついて1,585百万円(時価のあるもの1,557百万円)減損処理を行っております。 

また、下落率が30～50％の減損にあっては、個別銘柄毎に、各連結会計年度における過去２年間の 高値と帳

簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の公表財務諸表ベースでの各種財務

指標の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

  

 
  

 
  

(有価証券関係)

１  その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

株式 915 1,314 399

小計 915 1,314 399

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

株式 2,141 1,893 △248

債券 100 99 △0

小計 2,241 1,992 △248

合計 3,157 3,307 150

２  当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売却額(百万円) 18

売却益の合計額(百万円) 12

売却損の合計額(百万円) 8

３  時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額

区分

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

その他有価証券

非上場株式 197

ＭＭＦ 161
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前連結会計年度(平成21年３月31日) 

  

 
  

当連結会計年度 

 
上記の表中にある「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。当連結会計年度において、その他有価証

券である時価のある株式について212百万円減損処理を行っています。 

また、下落率が30～50％の減損にあっては、個別銘柄毎に、各連結会計年度における過去２年間の 高値と帳

簿価額との乖離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の公表財務諸表ベースでの各種財務

指標の検討等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  

４  その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

区分
１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

その他有価証券

  債券

    社債 ― ― 99 ―

合計 ― ― 99 ―

１  その他有価証券で時価のあるもの(平成22年３月31日)

種類
取得原価

または償却原価 
(百万円)

連結貸借対照表
計上額 
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 2,133 3,009 875

債券 100 101 1

小計 2,233 3,111 877

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 708 640 △67

債券 250 249 △0

その他 161 161 ―

小計 1,120 1,052 △67

合計 3,353 4,163 809

２  当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

区分
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

  株式 27 0 19

合計 27 0 19
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(注)１株当たり当期純損失金額(△)の算定上の基礎 

 
  
  
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 1,210.21円

１株当たり当期純損失金額(△) △74.59円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失
であるため、記載しておりません。

１株当たり純資産額 973.59円

１株当たり当期純損失金額(△) △234.10円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失
であるため、記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純損失金額(△)

当期純損失(△) (百万円) △1,389 △5,957

普通株式に係る当期純損失(△)(百万円) △1,389 △5,957

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 18,634 25,448

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜

在株式の概要

ストックオプション制度 

新株予約権方式（新株予約権

4,362個）
―
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 前連結会計年度(自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日)および当連結会計年度(自 平成21

年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、デリバティブ取引、退職給付、スト

ック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における

開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

  

 
（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、昨年１月の株券電子化に伴い、当連結会計年度より、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、当連結会計年度の区分を前連

結会計年度に適用した場合の数字を( )内に記載しております。 

  

(重要な後発事象)

(開示の省略)

(9)平成22年３月期  決算資料

業務別  営業収益

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

事務代行手数料 ― ― 4,329 32.0

(7,400) (38.4)

ビジネスサービス手数料 ― ― 1,709 12.6

(2,187) (11.3)

証券業手数料 ― ― 1,188 8.8

(1,301) (6.7)

メーリング手数料 1,454 7.6 1,239 9.2

(1,302) (6.8)

配送手数料 1,444 7.5 1,260 9.3

(1,438) (7.5)

株主名簿管理人手数料 2,334 12.1 1,386 10.2

(2,213) (11.5)

人材サービス手数料 ― ― 1,387 10.2

(1,913) (9.9)

書換手数料 1,720 8.9 ― ―

(―) (―)

管理手数料 5,500 28.5 ― ―

(―) (―)

情報処理手数料 3,475 18.0 ― ―

(―) (―)

その他の手数料 2,228 11.6 239 1.8

(401) (2.1)

小計 18,159 94.2 12,740 94.1

金融収益 1,112 5.8 798 5.9

合計 19,271 100.0 13,539 100.0
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,168 8,055

預託金 1,606 606

営業貸付金 4,588 6,799

短期貸付金 5,000 －

信用取引資産 20,048 11,747

信用取引貸付金 7,293 6,824

信用取引借証券担保金 12,754 4,923

有価証券担保貸付金 － 2,883

借入有価証券担保金 － 2,883

営業未収入金 1,333 907

前払費用 122 82

有価証券 － 49

短期差入保証金 9,996 3,123

その他 242 212

貸倒引当金 △479 △353

流動資産合計 55,628 34,114

固定資産

有形固定資産

建物 393 1,392

減価償却累計額 △227 △1,061

建物（純額） 166 331

車両運搬具 22 －

減価償却累計額 △16 －

車両運搬具（純額） 5 －

工具、器具及び備品 644 644

減価償却累計額 △337 △583

工具、器具及び備品（純額） 306 61

土地 1,478 1,312

有形固定資産合計 1,956 1,705

無形固定資産

ソフトウエア 2,407 139

ソフトウエア仮勘定 50 －

その他 17 14

無形固定資産合計 2,475 154

投資その他の資産

投資有価証券 3,499 4,104

関係会社株式 994 899

出資金 2 1
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

従業員に対する長期貸付金 7 －

破産更生債権等 76 20

長期前払費用 220 52

長期差入保証金 577 200

その他 72 70

貸倒引当金 △77 △21

投資その他の資産合計 5,373 5,328

固定資産合計 9,805 7,187

資産合計 65,433 41,302

負債の部

流動負債

短期借入金 1,670 1,620

信用取引負債 16,880 7,917

信用取引借入金 1,584 1,691

信用取引貸証券受入金 15,296 6,226

有価証券担保借入金 400 592

有価証券貸借取引受入金 400 592

営業未払金 457 407

未払金 336 222

未払費用 294 179

未払法人税等 44 35

預り金 150 138

短期受入保証金 12,871 3,998

前受収益 19 29

賞与引当金 320 194

その他 － 38

流動負債合計 33,445 15,374

固定負債

繰延税金負債 52 325

再評価に係る繰延税金負債 10 －

退職給付引当金 776 591

その他 478 206

固定負債合計 1,318 1,123

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 536 675

特別法上の準備金合計 536 675

負債合計 35,300 17,173
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,898 8,902

資本剰余金

資本準備金 11,722 11,725

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 11,722 11,725

利益剰余金

利益準備金 251 251

その他利益剰余金

配当準備積立金 86 86

別途積立金 14,061 7,061

繰越利益剰余金 △421 △4,403

利益剰余金合計 13,977 2,995

自己株式 △53 △53

株主資本合計 34,544 23,570

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 97 484

土地再評価差額金 △4,594 △0

評価・換算差額等合計 △4,496 484

新株予約権 84 75

純資産合計 30,133 24,129

負債純資産合計 65,433 41,302
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益 14,738 9,499

営業費用 5,302 4,166

営業総利益 9,435 5,332

一般管理費 8,485 6,982

営業利益又は営業損失（△） 950 △1,650

営業外収益

受取利息 2 1

受取配当金 140 146

受取遅延損害金 37 －

土地賃貸料 64 48

その他 80 45

営業外収益合計 326 242

営業外費用

株式交付費 30 －

その他 1 0

営業外費用合計 31 0

経常利益又は経常損失（△） 1,244 △1,408

特別利益

投資有価証券売却益 12 －

貸倒引当金戻入額 － 30

移転補償金 － 140

抱合せ株式消滅差益 － 158

その他 0 29

特別利益合計 13 358

特別損失

固定資産除却損 22 345

投資有価証券売却損 8 －

投資有価証券評価損 1,585 212

解約違約金 － 360

希望退職関連費用 － 742

退職給付費用 － 216

金融商品取引責任準備金繰入れ 179 138

減損損失 － 2,678

その他 110 182

特別損失合計 1,906 4,877

税引前当期純損失（△） △648 △5,927

法人税、住民税及び事業税 26 24

法人税等調整額 865 △10

法人税等合計 892 14

当期純損失（△） △1,540 △5,941
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 5,844 8,898

当期変動額

新株の発行 3,054 3

当期変動額合計 3,054 3

当期末残高 8,898 8,902

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 8,676 11,722

当期変動額

新株の発行 3,045 3

当期変動額合計 3,045 3

当期末残高 11,722 11,725

その他資本剰余金

前期末残高 － 0

当期変動額

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 0 －

資本剰余金合計

前期末残高 8,676 11,722

当期変動額

新株の発行 3,045 3

自己株式の処分 0 △0

当期変動額合計 3,045 3

当期末残高 11,722 11,725

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 251 251

当期末残高 251 251

その他利益剰余金

配当準備積立金

前期末残高 86 86

当期末残高 86 86

別途積立金

前期末残高 14,061 14,061

別途積立金の取崩 － △7,000

当期変動額合計 － △7,000

当期末残高 14,061 7,061
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

繰越利益剰余金

前期末残高 1,455 △421

当期変動額

別途積立金の取崩 － 7,000

剰余金の配当 △336 △445

当期純損失（△） △1,540 △5,941

自己株式の処分 － △0

土地再評価差額金の取崩 － △4,594

当期変動額合計 △1,876 △3,981

当期末残高 △421 △4,403

利益剰余金合計

前期末残高 15,854 13,977

当期変動額

剰余金の配当 △336 △445

当期純損失（△） △1,540 △5,941

自己株式の処分 － △0

土地再評価差額金の取崩 － △4,594

当期変動額合計 △1,876 △10,981

当期末残高 13,977 2,995

自己株式

前期末残高 △52 △53

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △53 △53

株主資本合計

前期末残高 30,322 34,544

当期変動額

新株の発行 6,099 6

剰余金の配当 △336 △445

当期純損失（△） △1,540 △5,941

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 － △4,594

当期変動額合計 4,222 △10,974

当期末残高 34,544 23,570
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △81 97

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

179 386

当期変動額合計 179 386

当期末残高 97 484

土地再評価差額金

前期末残高 △4,594 △4,594

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

－ 4,594

当期変動額合計 － 4,594

当期末残高 △4,594 △0

評価・換算差額等合計

前期末残高 △4,675 △4,496

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

179 4,980

当期変動額合計 179 4,980

当期末残高 △4,496 484

新株予約権

前期末残高 48 84

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35 △9

当期変動額合計 35 △9

当期末残高 84 75

純資産合計

前期末残高 25,695 30,133

当期変動額

新株の発行 6,099 6

剰余金の配当 △336 △445

当期純損失（△） △1,540 △5,941

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 0

土地再評価差額金の取崩 － △4,594

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 215 4,971

当期変動額合計 4,437 △6,003

当期末残高 30,133 24,129
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(4)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

該当事項はありません。

 

同左
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①自己資本規制比率 

  

 
  

②株式売買高（先物取引を除く） 

  

(5) 平成22年３月期 決算資料

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

（百万円）

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

（百万円）

 基本的項目 （A） 29,696 23,379

補完的項目

その他有価証券評価 
差額金（評価益）等

182 559

金融商品取引責任準備
金等

536 675

一般貸倒引当金 11 44

計 （B） 730 1,278

 控除資産 （C） 6,629 3,331

 固定化されていない 
 自己資本

（A）＋（B）－（C） （D） 23,797 21,326

リスク相当額

市場リスク相当額 446 537

取引先リスク相当額 939 542

基礎的リスク相当額 2,558 2,504

計 （E） 3,945 3,584

 自己資本規制比率 （D)／（E)×100 603.2％ 595.0％

前事業年度
(自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
  至 平成22年３月31日)

株数(百万株) 金額(百万円) 株数(百万株) 金額(百万円)

合 計 15,305 8,878,264 14,164 6,888,597

（自 己） (0) (193) (0) (88)

（委 託） (15,304) (8,878,071) (14,163) (6,888,509)

委託比率 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
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