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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 743 △12.3 △56 ― 38 2.9 36 △6.1
24年3月期第1四半期 848 0.8 △57 ― 37 ― 38 41.1

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

25年3月期第1四半期 0.99 ―
24年3月期第1四半期 1.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 193,858 17,692 9.1
24年3月期 238,431 18,020 7.6
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  17,692百万円 24年3月期  18,020百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 1,750 △2.1 △50 ― 50 △49.9 50 △88.5 1.37
通期 3,750 8.2 250 937.5 450 71.0 450 45.3 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 

(注)詳細は、添付資料P2「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項 (2)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 37,000,000 株 24年3月期 37,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 441,088 株 24年3月期 440,948 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 36,559,022 株 24年3月期1Q 36,559,177 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
財務諸表に対する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、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

  

24年３月期  ―        0        00 ―     14     00     14     00

25年３月期  ―                    

25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24年４月１日から平成24年６月30日まで）のわが国経済につきましては、復興関連

需要や企業収益の改善を背景とした設備投資の増加などから景気は緩やかながらも回復傾向を維持しております

が、一方で欧州債務問題や円高の長期化など、先行き不透明感が払拭できない状況も続いております。 

 株式市況についてみますと、期初１万円台でスタートした日経平均株価は、欧州債務問題の再燃や米国経済に対

する減速懸念の台頭などから続落商状を辿り、６月上旬には半年ぶりの安値となる８千２百円台まで下落、その後

はＮＹダウの値上がりなどを好感して９千円台まで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1,300億円台でスタートした後、期中を通じて1,400億円を挟ん

だ一進一退の展開となり、1,400億円台で期末を迎えました。  

 こうした状況下、当第１四半期累計期間の営業収益は運用残高の減少等に伴い743百万円(前年同期比12.3％減)

と減収になったものの、借入金支払利息などの営業費用や貸倒引当金繰入額を中心とした一般管理費の減少が寄与

し、営業損失は56百万円(前年同期は営業損失57百万円)と前年同期並みとなりました。一方、経常利益は38百万円

(前年同期比2.9％増)、四半期純利益は36百万円(前年同期比6.1％減)と黒字を継続しております。 

    

（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193,858百万円と前事業年度末に比べて44,572百万円減少しました。これ

は、借入有価証券代り金や有価証券が減少したことなどによるものです。  

 一方、負債総額は176,166百万円と前事業年度末に比べて44,245百万円減少しました。これは、コマーシャル・

ペーパーや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17,692百万円と前事業年度末に比べて327百万円減少しました。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24年４月26日に公表いたしました平成25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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）   

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、これによる営業損失、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,313 6,927

有価証券 14,396 5,003

営業貸付金 75,647 70,380

借入有価証券代り金 85,231 65,039

その他 442 417

貸倒引当金 △2,080 △2,072

流動資産合計 182,951 145,696

固定資産   

有形固定資産 677 638

無形固定資産 627 559

投資その他の資産   

投資有価証券 53,882 46,639

その他 1,025 1,031

貸倒引当金 △733 △707

投資その他の資産合計 54,175 46,964

固定資産合計 55,480 48,162

資産合計 238,431 193,858

負債の部   

流動負債   

コールマネー 40,700 48,800

短期借入金 110,650 90,850

コマーシャル・ペーパー 26,000 4,000

貸付有価証券代り金 28,024 18,697

未払法人税等 13 13

賞与引当金 64 30

その他 4,990 4,894

流動負債合計 210,443 167,285

固定負債   

長期借入金 9,000 8,000

退職給付引当金 345 342

役員退職慰労引当金 173 119

その他 450 419

固定負債合計 9,968 8,880

負債合計 220,411 176,166
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24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 9,394 9,110

自己株式 △131 △131

株主資本合計 17,492 17,208

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 527 483

評価・換算差額等合計 527 483

純資産合計 18,020 17,692

負債純資産合計 238,431 193,858
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業収益 848 743

営業費用 330 249

営業総利益 517 494

一般管理費 575 550

営業損失（△） △57 △56

営業外収益   

受取利息 0 1

受取配当金 78 80

その他 18 17

営業外収益合計 98 99

営業外費用   

支払利息 3 4

その他 0 0

営業外費用合計 3 4

経常利益 37 38

特別損失   

有形固定資産除却損 0 －

ゴルフ会員権評価損 3 －

特別損失合計 3 －

税引前四半期純利益 33 38

法人税、住民税及び事業税 1 1

法人税等調整額 △6 1

法人税等合計 △4 2

四半期純利益 38 36
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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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