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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 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 ％

24年3月期第1四半期 848 0.8 △57 ― 37 ― 38 41.1
23年3月期第1四半期 840 △40.1 △141 ― △46 ― 27 △78.2

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

24年3月期第1四半期 1.05 ―
23年3月期第1四半期 0.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 208,250 17,394 8.4
23年3月期 236,116 17,751 7.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  17,394百万円 23年3月期  17,751百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の配当の状況については、後述の
「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,800 8.4 △50 ― 50 ― 50 △98.0 1.37
通期 4,000 16.4 200 ― 450 ― 450 △86.2 6.56



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 37,000,000 株 23年3月期 37,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 440,823 株 23年3月期 440,823 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 36,559,177 株 23年3月期1Q 36,559,562 株

※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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、さまざまな不確定要素が内在しておりますので、実際の業績等はこれらの
予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料P2「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

   

種類株式の配当の状況

  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   

 第一種優先株式 
円

  

銭

  

円

  

銭

  

円

  

銭

  

円

  

銭

  

円

  

銭

  

23年３月期  ―        0        00 ―     14     00     14     00

24年３月期  ―                    

24年３月期(予想)         0     00 ―     14     00     14     00
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）のわが国経済につきましては、東日本大

震災直後の急激な落ち込みから徐々に回復傾向を辿りましたが、電力事情等先行きについての不確実性は払拭でき

ない状況となっております。 

 株式市況についてみますと、期初９千７百円台でスタートした日経平均株価は、円安などを好感して５月上旬に

は震災発生後約１ヵ月半ぶりに１万円台を回復したものの、その後はＮＹダウの値下がりなど９千３百円台まで続

落、６月末にかけては景気回復期待を背景にやや水準を戻す展開となりました。 

 この間、大阪市場における信用取引買残高は期初の1,400億円台から概ね漸増傾向を辿り、期末には1,700億円台

まで水準を切り上げました。  

 こうした状況下、当第１四半期累計期間の営業収益は848百万円(前年同期比0.8％増)と微増にとどまったもの

の、営業費用及び一般管理費が減少したことから、営業損失は57百万円(前年同期は営業損失141百万円)となり、

赤字幅は縮小しました。経常損益は37百万円の利益(前年同期は経常損失46百万円)と黒字転換し、四半期純利益は

38百万円(前年同期比41.1％増)となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間末の総資産額は208,250百万円と前事業年度末に比べて27,866百万円減少しました。これ

は、投資有価証券や借入有価証券代り金の減少が主因です。  

 一方、負債総額は190,855百万円と前事業年度末に比べて27,509百万円減少しました。これは、コールマネーや

コマーシャル・ペーパーが増加したものの、短期借入金が減少したことなどによるものです。 

 この間、純資産額は17,394百万円と前事業年度末に比べて356百万円減少しました。これは、配当金の支払いに

より利益剰余金が減少したことなどによるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成23年４月28日に公表いたしました平成24年３月期の第２四半期累計期間及び通期業績予想につきましては、

いずれも変更しておりません。 

  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

（３）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,363 7,080

有価証券 8,004 17,410

営業貸付金 77,229 80,741

借入有価証券代り金 71,795 56,405

その他 449 1,961

貸倒引当金 △2,161 △2,170

流動資産合計 159,680 161,429

固定資産   

有形固定資産 382 363

無形固定資産 676 600

投資その他の資産   

投資有価証券 74,768 45,201

その他 1,402 1,450

貸倒引当金 △794 △796

投資その他の資産合計 75,377 45,856

固定資産合計 76,436 46,820

資産合計 236,116 208,250

負債の部   

流動負債   

コールマネー 7,000 30,000

短期借入金 156,950 90,150

コマーシャル・ペーパー 15,000 36,000

貸付有価証券代り金 21,788 20,151

未払法人税等 46 13

賞与引当金 67 30

その他 4,813 4,814

流動負債合計 205,665 181,159

固定負債   

長期借入金 12,000 9,000

退職給付引当金 331 344

役員退職慰労引当金 149 144

その他 219 207

固定負債合計 12,700 9,696

負債合計 218,365 190,855

大阪証券金融㈱　（8512）　平成24年３月期第１四半期決算短信（非連結）

-3-



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 3,229 3,229

利益剰余金 9,403 9,122

自己株式 △131 △131

株主資本合計 17,502 17,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 249 173

評価・換算差額等合計 249 173

純資産合計 17,751 17,394

負債純資産合計 236,116 208,250
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 840 848

営業費用 341 330

営業総利益 499 517

一般管理費 641 575

営業損失（△） △141 △57

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 80 78

その他 18 18

営業外収益合計 98 98

営業外費用   

支払利息 3 3

その他 0 0

営業外費用合計 3 3

経常利益又は経常損失（△） △46 37

特別利益   

償却債権取立益 74 －

特別利益合計 74 －

特別損失   

有形固定資産除却損 0 0

環境対策費 4 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1 －

ゴルフ会員権評価損 － 3

特別損失合計 6 3

税引前四半期純利益 21 33

法人税、住民税及び事業税 1 1

法人税等調整額 △7 △6

法人税等合計 △5 △4

四半期純利益 27 38
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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