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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 12,646 28.0 1,069 ― 1,878 23.4 △106 ―
22年3月期第3四半期 9,883 △28.9 △570 ― 1,521 △63.6 982 △19.2

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

23年3月期第3四半期 △2.66 ―
22年3月期第3四半期 24.47 24.34

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

23年3月期第3四半期 145,379 28,223 16.8 608.40
22年3月期 120,561 27,915 20.8 624.24

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  24,425百万円 22年3月期  25,062百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
― ―

3.  平成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） 
（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 当社グループの主たる事業である証券業、商品先物取引業は、市場環境の変動の影響を大きく受けることから業績予想を合理的に行うことが困難であ
るため開示をしておりません。なお、四半期業績の迅速な開示を行ってまいります。 



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビューは実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当社グループの主たる事業である証券業、商品先物取引業は、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあり、業績予想を合理的に行うことが困難
であることから、予想配当額を開示しておりません。予想配当額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.５「その他の情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q  40,953,500株 22年3月期  40,953,500株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  805,689株 22年3月期  805,373株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  40,147,933株 22年3月期3Q  40,148,343株



  

  

 ※ 当社は、四半期決算の補足説明資料を作成しており、決算短信発表後、速やかに当社ホームページに掲載する 

  予定です。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長に伴う需要拡大や各種経済対策を背景とし

て一部の企業収益の改善や設備投資の増加等の景気回復の兆しが見られるものの、一方では、円高及びデフレの進

行、雇用環境の悪化、個人消費の低迷等の問題は解決されず長期化しており、依然として景気の先行き不透明感を

払拭できない状況が続いております。 

 このような状況の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の営業収益は126億46百万円（前年同期比27億

62百万円増）、経常利益は18億78百万円（前年同期比３億56百万円増）となりました。また、株式市場の下落によ

り生じた投資有価証券評価損５億39百万円、システムの変更に伴うシステム解約損失３億89百万円、証券基幹シス

テムの変更等による減損損失３億44百万円等の特別損失17億29百万円を計上した結果、四半期純損失は１億６百万

円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

  ① 証券関連事業 

 当第３四半期における日本の株式市場は、10月末まで続いた円高の影響で低調に推移しておりましたが、１ドル

80円台突入という15年半ぶりの円高となった後、米国の追加金融緩和（QE２）、G20における通貨安競争への歯止

め宣言、米国中間選挙での民主党の敗退等を受けて円高・株安の流れは反転し、日経平均株価は１万円を超え、12

月21日には10,370.53円まで回復いたしました。しかしながら、株価は回復したものの、東証１部１日の売買代金

は１兆円を割る局面も見られ、１日の売買代金は平均で約1.3兆円と低調なまま推移いたしました。 

 こうした環境の中、エイチ・エス証券株式会社につきましては、継続的な「ブラジル・レアル建公募債券」の販

売のほか、新たに「豪ドル建公募債券」や「インドネシア・ルピア建公募債券」の販売と、その販売施策として全

国延べ200ヵ所以上でのセミナー開催等を展開いたしました。その結果、当第３四半期の営業収益は26億70百万円

（前年同期比４億32百万円増）、営業損失は83百万円となりました。 

   

（受入手数料） 

 当第３四半期の受入手数料は、11億45百万円（前年同期比２億５百万円減）となりましたが、その内訳は以下の

とおりであります。 

    委託手数料 

    委託手数料につきましては、６億31百万円（前年同期比４億33百万円減）となりました。 

    引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 

 引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料につきましては、33百万円（前年同期比31百万円増）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 

 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料につきましては、38百万円（前年同期比28百万円減）

となりました。 

    その他の受入手数料 

    その他の受入手数料につきましては、４億41百万円（前年同期比２億25百万円増）となりました。 

  （トレーディング損益） 

 トレーディング損益につきましては、株券等は１億36百万円（前年同期比１億24百万円減）、債券等は６億89百

万円（前年同期比４億90百万円増）、その他は３億97百万円（前年同期比３億40百万円増）となり、合計で12億23

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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百万円（前年同期比７億６百万円増）となりました。 

  （金融収支） 

 当第３四半期の金融収益は、３億円（前年同期比68百万円減）、金融費用は１億19百万円（前年同期比20百万円

減）となり、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は１億81百万円（前年同期比48百万円減）となりまし

た。 

  （販売費及び一般管理費） 

    当第３四半期の販売費及び一般管理費は、昨年来コスト削減に取り組んだ結果、26億34百万円（前年同期比１億

79百万円減）となりました。 

  

  ② 銀行関連事業 

ハーン銀行（Khan Bank LLC）のあるモンゴルの経済は、平成22年半ばから大型鉱山開発開始により成長に転じ

ております。平成23年１月には別の大型鉱山開発の入札も予定されており、今後の高い経済成長に期待が寄せられ

ております。また、現地通貨の対ドルの為替相場は、平成22年は強含み基調となりました。 

 ハーン銀行（Khan Bank LLC）につきましては、新頭取の下、平成22年11月に更なる成長を視野に入れた機構改

革を行い、今後に期待されている高い経済成長にも適合できる組織となりました。業績面では融資残高は５月から

増加基調となっております。貸出金利息は75億34百万円（前年同期比11億１百万円増）となり、「その他の役務収

益」、「外国為替売買益」、「その他の業務収益」もそれぞれ増加いたしました。また、経済の回復に伴い不良資

産が減少し、貸倒引当金の戻入が続いており、収益に追い風となっております。結果として、当第３四半期の営業

収益は83億99百万円（前年同期比13億１百万円増）、営業利益は17億31百万円（前年同期比９億67百万円増）とな

りました。 

       

  ③ 商品先物関連事業 

 エイチ・エス・フューチャーズ株式会社につきましては、定期的なセミナー開催、投資家ニーズへの迅速な対

応、オンライン取引口座開設キャンペーン等の効果、またコミッション営業の強化も功を奏し、委託建玉数は増加

傾向（平成22年4月度比59％増）にあります。 

 しかしながら、流動性をはじめとする国内商品先物市場の状況は未だ厳しく、「受取手数料」は１億77百万円

（前年同期比46百万円増）と増加したものの、結果として、当第３四半期の営業収益は１億87百万円（前年同期比

37百万円増）、営業損失は３億85百万円となりました。 

  

④ 債権管理回収事業 

 エイチ・エス債権回収株式会社につきましては、金融円滑化法（平成21年12月４日施行）の影響により金融機関

の債権売却が低調となっておりましたが、当第３四半期は第２四半期と比較して債権の売却が増加しており、債権

売却が も活況となる第４四半期には更なる不良債権処理が促進され、業界全体が好転していくことが期待されま

す。また、平成22年４月に開設した熊本営業所の営業エリアである九州の金融機関からのバルクセールが増えてお

りますので、第４四半期には当第３四半期を上回る債権買取を行う予定です。なお、回収では、当第３四半期にお

ける回収予定案件をほぼ達成いたしました。結果として、当第３四半期の営業収益は11億85百万円、営業利益は６

百万円となりました。 

  

⑤ 不動産関連事業 

 株式会社アスコットにつきましては、平成23年９月期を初年度とした新中期経営計画「Growing Up 2015」を策

定し、①当社が創業以来培ってきた分譲マンション開発への経営資源の集中、②地方都市で展開する不動産流動化
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物件の売却、③経常費用ならびに金融費用の更なる低減を 重要項目として掲げ、早期収益の回復及び財務基盤の

強化に邁進する所存であります。なお、完売済みの分譲マンション３物件は、竣工引渡時（平成23年９月以降）に

収益等を見込んでおります。結果として、当第３四半期の営業収益は１億71百万円、営業損失は１億59百万円とな

りました。 

  

⑥ その他事業 

    その他事業の当第３四半期の営業収益は１億25百万円、営業損失は25百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて248億18百万円増加し、1,453億79百万円

となりました。これは主に、「現金及び預金」が35億14百万円、「有価証券」が52億７百万円、「貸出金」が113

億２百万円、「販売用不動産」が52億１百万円、「仕掛販売用不動産」が55億43百万円増加したことによるもので

あります。 

    負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて245億10百万円増加し、1,171億56百万円となりました。こ

れは主に、「預金」が181億95百万円、「1年内返済予定の長期借入金」が61億３百万円、「長期借入金」が32億６

百万円増加し、「顧客からの預り金」が12億３百万円減少したことによるものであります。 

    純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて３億８百万円増加し、282億23百万円となりました。こ

れは主に、「自己株式」が１億59百万円、「少数株主持分」が９億42百万円増加し、「その他有価証券評価差額

金」が３億３百万円減少したことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

        当社のグループの主たる事業である証券業、商品先物取引業は、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあ

り、業績予想を合理的に行うことが困難であることから、開示は行っておりません。なお、四半期業績の迅速な開

示を行ってまいります。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（固定資産の減価償却の算定方法） 

 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出する方法によっ

ております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 なお、これによる四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基

準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月

26日）を適用しております。 

（広告宣伝費の会計処理） 

 従来、不動産関連事業においては分譲マンション開発における広告宣伝費の会計処理を、支出時に費用を認識し

ておりましたが、当第３四半期連結会計期間より、費用収益対応をより適正に表示するため、支出時には仕掛経費

として資産計上し、顧客への引渡開始時に一括して費用処理する会計処理方法に変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が42

百万円増加しております。 

 また、当該不動産関連事業会社である株式会社アスコットの決算日は９月30日であり、平成22年10月１日より当

該会計処理方法に変更しているため、第２四半期連結累計期間は、従来の方法によっております。なお、四半期連

結財務諸表の作成にあたっては、四半期連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

従って、第２四半期連結累計期間は、変更後の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益は、それぞれ63百万円少なく計上されております。 

・表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,269 22,754

預託金 10,389 11,287

顧客分別金信託 9,931 10,780

その他の預託金 458 507

トレーディング商品 226 1,418

商品有価証券等 226 1,418

有価証券 16,591 11,384

約定見返勘定 114 －

信用取引資産 9,506 11,341

信用取引貸付金 7,410 9,722

信用取引借証券担保金 2,096 1,618

貸出金 49,432 38,129

差入保証金 1,305 1,200

委託者先物取引差金 170 91

販売用不動産 5,201 －

仕掛販売用不動産 5,543 －

その他 3,678 3,874

貸倒引当金 △1,844 △1,854

流動資産合計 126,584 99,627

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,425 1,432

器具及び備品 1,108 1,207

土地 57 57

建設仮勘定 155 72

有形固定資産合計 2,747 2,768

無形固定資産   

ソフトウエア 14 428

その他 4 9

無形固定資産合計 18 437

投資その他の資産   

投資有価証券 2,586 3,742

関係会社株式 12,506 12,845

その他の関係会社有価証券 0 1

長期差入保証金 740 623

破産更生債権等 877 886

その他 226 539

貸倒引当金 △910 △912

投資その他の資産合計 16,028 17,727

固定資産合計 18,794 20,933

資産合計 145,379 120,561
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

約定見返勘定 － 1,232

信用取引負債 8,002 8,617

信用取引借入金 5,095 5,870

信用取引貸証券受入金 2,907 2,746

預り金 5,698 6,831

顧客からの預り金 5,277 6,480

その他の預り金 420 350

受入保証金 5,923 6,198

信用取引受入保証金 5,118 5,087

先物取引受入証拠金 421 653

その他の受入保証金 383 457

預金 72,627 54,431

短期借入金 1,405 2,776

1年内返済予定の長期借入金 7,442 1,338

預り証拠金 1,533 1,353

未払法人税等 223 60

賞与引当金 26 36

訴訟損失引当金 170 198

その他 3,626 1,730

流動負債合計 106,680 84,806

固定負債   

長期借入金 8,957 5,750

繰延税金負債 342 194

役員退職慰労引当金 17 17

負ののれん 568 1,336

退職給付引当金 126 119

その他 168 153

固定負債合計 10,179 7,571

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 133 104

商品取引責任準備金 163 163

特別法上の準備金合計 296 267

負債合計 117,156 92,645
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,223 12,223

資本剰余金 11,057 11,057

利益剰余金 3,851 3,958

自己株式 △994 △834

株主資本合計 26,137 26,404

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △217 85

繰延ヘッジ損益 △23 △29

為替換算調整勘定 △1,470 △1,399

評価・換算差額等合計 △1,712 △1,342

新株予約権 13 12

少数株主持分 3,783 2,840

純資産合計 28,223 27,915

負債純資産合計 145,379 120,561
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業収益   

受入手数料 1,352 1,146

受取手数料 130 177

トレーディング損益 543 1,229

金融収益 342 303

貸出金利息 6,432 7,534

その他の役務収益 476 578

外国為替売買益 173 234

その他の業務収益 15 51

売上高 416 1,390

営業収益合計 9,883 12,646

金融費用 137 117

預金利息 3,148 3,690

売上原価 233 984

純営業収益 6,363 7,852

販売費及び一般管理費   

取引関係費 960 1,060

人件費 3,281 3,303

不動産関係費 457 463

事務費 835 823

減価償却費 411 489

租税公課 61 76

貸倒引当金繰入額 613 64

その他 313 502

販売費及び一般管理費合計 6,934 6,783

営業利益又は営業損失（△） △570 1,069

営業外収益   

受取配当金 25 23

持分法による投資利益 1,162 253

投資事業組合運用益 276 189

負ののれん償却額 640 548

その他 43 23

営業外収益合計 2,149 1,038

営業外費用   

支払利息 0 121

為替差損 47 82

その他 8 26

営業外費用合計 57 230

経常利益 1,521 1,878

澤田ホールディングス㈱（8699） 平成23年3月期第3四半期決算短信

- 9 -



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 9 0

貸倒引当金戻入額 23 18

商品取引責任準備金戻入額 29 －

訴訟損失引当金戻入額 23 －

システム解約損失引当金戻入額 50 －

取引所脱退益 72 －

損害賠償請求和解金 － 558

その他 12 85

特別利益合計 220 662

特別損失   

減損損失 － 344

固定資産除却損 0 32

投資有価証券売却損 － 164

投資有価証券評価損 101 539

金融商品取引責任準備金繰入額 36 30

取引所脱退損失 20 －

過年度事業税 35 －

システム解約損失 － 389

その他 80 229

特別損失合計 274 1,729

税金等調整前四半期純利益 1,467 811

法人税、住民税及び事業税 200 420

法人税等合計 200 420

少数株主損益調整前四半期純利益 － 390

少数株主利益 284 497

四半期純利益又は四半期純損失（△） 982 △106
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 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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主なサービス 

① 証券関連事業   有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出

し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、有価証券に関 

                      する投資顧問業務その他の証券業務 

② 銀行関連事業   預金業務、貸付業務他 

③ 商品先物関連事業 商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務 

④ その他事業    ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務、債権管理回収業務 

  

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（注）１ 国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域……アジア：モンゴル・香港、アメリカ：アメリカ合衆国 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  
証券関連 
事業 

（百万円） 

銀行関連 
事業 

（百万円）

商品先物 
関連事業 
（百万円）

その他事業
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

営業収益    

(1）外部顧客に 

対する営業収益 
 2,237  7,097  149  398  9,883  －  9,883

(2）セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 0  －  0  83  84 ( )84  －

計  2,237  7,097  149  482  9,967 ( )84  9,883

営業利益又は営業損失(△)  △716  764  △563  △69  △584  13  △570

  
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

アメリカ 

（百万円） 

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

営業収益   

(1）外部顧客に 

対する営業収益 
 2,799  7,098  △15  9,883  －  9,883

(2）セグメント間の内部 

営業収益又は振替高 
 13  －  －  13 ( )13  －

計  2,813  7,098  △15  9,897 ( )13  9,883

営業利益又は営業損失(△)  △1,301  754  △35  △582  11  △570
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【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、当社及び子会社の構成単位に分離された財務諸表に基づき、業種別に構成した事業単位について、国内及

び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。当社は、「証券関連事業」、「銀行関連事業」、

「商品先物関連事業」、「債権管理回収事業」、「不動産関連事業」、「その他事業」を報告セグメントとしており

ます。 

 「証券関連事業」は、有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価

証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、有価証券に関する投資顧問業務その他の証券業務を行っ

ております。「銀行関連事業」は、預金業務、貸付業務等を行っております。「商品先物関連事業」は、商品の先物

取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務を行っております。「債権管理回収事業」は、債権

管理回収業に関する特別措置法に規定されている金融機関等が有する特定金銭債権の買取及び当該買取債権の管理回

収等の債権管理回収業務を行っております。「不動産関連事業」は、分譲マンション及び収益不動産の開発等の不動

産業務を行っております。「その他事業」は、ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務を行っておりま

す。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 （単位：百万円）

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△13百万円は、セグメント間取引消去であります。 

    ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。  

  

３．報告セグメントの変更等に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

  当社は、従来、「証券関連事業」、「銀行関連事業」、「商品先物関連事業」、「その他事業」の４事業を報

告セグメントとしておりましたが、第２四半期連結会計期間より、「証券関連事業」、「銀行関連事業」、「商

品先物関連事業」、「債権管理回収事業」、「不動産関連事業」、「その他事業」の６事業に区分を変更してお

ります。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

報告セグメント

調整額 
（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）２

証券関連

事業 
銀行関連 
事業 

商品先物

関連事業 
債権管理

回収事業 
不動産

関連事業 
その他

事業 
計 

営業収益   

 外部顧客に対する 

 営業収益  
 2,670  8,399  187  1,185  171  33  12,646  －  12,646

 セグメント間の内部 

 営業収益又は振替高 
 0  －  －  －  －  91  91 ( )91  －

計  2,670  8,399  187  1,185  171  125  12,738 ( )91  12,646

セグメント利益又は 

損失（△） 
 △83  1,731  △385  6  △159  △25  1,083  △13  1,069

（５）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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