
 

  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

   

     

   

 

   

 
(注) 25年３月期の配当予想額については、未定であります。理由等についてはサマリー情報の２枚目「業績予想の適

切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。 
  

当社の業績は、株式市況等の動向により大きく変動する可能性があり、株主や投資家の皆様の投資判断にかえって

悪影響を及ぼしかねないと危惧することから、業績予想は開示いたしておりません。  

 なお、決算数値がほぼ確定したと考えられる時点において当該数値を速報値として速やかに開示いたします。 
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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 ％

25年３月期第１四半期 2,603 7.5 2,583 7.7 △108 ─ 2 ─ △22 ─
24年３月期第１四半期 2,422 △4.9 2,398 △4.8 △386 ─ △268 ─ △289 ─

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 31 ─
24年３月期第１四半期 △3 91 ─

 (2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 自己資本規制比率

百万円 百万円 ％ ％

25年３月期第１四半期 46,795 27,591 59.0 556.1
24年３月期 45,958 28,162 61.3 652.7

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 27,591百万円 24年３月期 28,162百万円

2. 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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年３月期 ─ 0 00 ─ 2 50 2 50
25年３月期 ─

25年３月期(予想) ─ ─ ─ ─

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）



  

 
  

  

 

 
(注) 詳細は、添付資料P３「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。 

  
  
(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

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おりま

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 

(配当予想額を開示できない理由等) 

当社の配当政策は、財務体質の強化と今後の事業展開に備え内部留保の充実に努めるとともに、安定

的かつ継続的な配当を維持することを勘案しつつ、業績に応じた配当を実施していくことを基本方針と

しております。 

 当社の業績は、株式市況等の動向により大きく変動する可能性があり、株主や投資家の皆様の投資判

断にかえって悪影響を及ぼしかねないと危惧することから、業績予想は開示いたしておりません。従っ

て業績に応じた配当という観点から、配当の額についても現時点で予測することは、株主や投資家の皆

様に不測の事態が生じかねないと危惧することから第２四半期末及び期末が近づいた時点（９月中、３

月中）において、速やかに当該予想額を開示してまいります。 

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 ・ 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有 ・ 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 有 ・ 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有 ・ 無

 ④ 修正再表示 ： 有 ・ 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 77,289,033株 24年３月期 77,289,033株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 3,142,070株 24年３月期 3,141,760株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 74,147,040株 24年３月期１Ｑ 74,155,679株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第１四半期累計期間のわが国経済は、東日本大震災やタイの洪水被害から回復を示す動きと
なりました。震災復興需要やエコカー減税などの需要促進策に加え、日本銀行による金融緩和策
などの効果により、 終需要は堅調な動きとなりました。また、幅広い業種において設備投資が
復調したことや自動車生産が回復したことなどを背景に、雇用情勢も改善傾向となりました。し
かし世界経済全体としては、当第１四半期後半から減速傾向が強まり、欧州諸国の財政問題も世
界経済へ悪影響を及ぼし始めました。こうした状況を受け、一部の新興国では景気テコ入れのた
め利下げへ方向転換する動きを強め、欧州においても経済成長への配慮が見られるようになりま
した。 
当第１四半期累計期間の国内株式市場は、欧州債務問題や円高、世界経済の落ち込み懸念など

を背景に、右肩下がりの推移を余儀なくされました。平成23年11月下旬を底とした戻り歩調を引
継ぐ格好で、日経平均株価は10,161円72銭からスタートしましたが、新年度初日に記録した
10,190円35銭が当第１四半期の高値となりました。欧州では債務問題がギリシャからスペインに
飛び火したことや、独メルケル首相と債務問題で連携していた仏サルコジ大統領が大統領選挙で
オランド候補に敗北し、債務問題を巡って独仏両国の足並みが揃わなくなる可能性も嫌気されま
した。さらに世界経済も減速感が強まっており、日経平均株価は６月初旬に8,238円96銭まで下
落する展開となりました。６月末にかけては追加緩和観測やEU首脳会議での対策合意で持ち直
し、当第１四半期会計期間末の日経平均株価は9,006円78銭で取引を終えました。 
このような環境下、当第１四半期累計期間の業績は、営業収益が26億３百万円(前第１四半期

累計期間比 107.5％)と増加し、営業収益より金融費用19百万円(同 81.4％)を控除した純営業収
益は、25億83百万円(同 107.7％)となりました。また、販売費・一般管理費は26億92百万円(同 
96.7％)となり、その結果、営業損失は１億８百万円(前第１四半期累計期間実績 営業損失３億
86百万円)、経常利益は２百万円(同 経常損失２億68百万円)、四半期純損失は22百万円(同 四半
期純損失２億89百万円)となりました。 
主な概況は以下のとおりであります。 
  
① 受入手数料：当第１四半期累計期間の受入手数料の合計は、19億９百万円(前第１四半期累

計期間比 89.1％)となりました。 
  
イ 委託手数料       

「委託手数料」は、９億13百万円(同 113.1％)となりました。これは、株券委託売買金
額が1,367億円(同 101.2％)と増加したことにより、株式の委託手数料が９億３百万円(同 
112.4％)となったことによるものです。なお、その他の委託手数料は９百万円(同 
262.0％)となりました。 

  
ロ 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」は、０百万円(同 219.0％)
となりました。 

  
ハ 募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料 

主に投資信託の販売手数料で構成される「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、６億44百万円(同 69.0％)となりました。これは、外債販売に注力した
ことにより、投資信託の販売が減少したことなどによるものであります。また、「その他
の受入手数料」は、投資信託の代行手数料の減少等により３億50百万円(同 87.5％)となり
ました。 

  
② トレーディング損益：当第１四半期累計期間のトレーディング損益は、株券等は55百万円

(前第１四半期累計期間比 33.5％)、債券・為替等は外債販売に注力したことにより５億53
百万円(同 1,773.5％)となり、合計で６億９百万円(同 307.6％)となりました。 

  
③ 金融収支：当第１四半期累計期間の金融収益は、受取配当金の増加等により71百万円(前第

１四半期累計期間比 106.6％)、金融費用は信用取引費用や支払利息の減少により19百万円
(同 81.4％)で差引収支は52百万円(同 120.2％)の利益となりました。 

  
④ 販売費・一般管理費 ：当第１四半期累計期間の販売費・一般管理費は、広告宣伝費や本店

の支払賃借料が減少したことなどにより、26億92百万円(前第１四半期累計期間比 96.7％)
となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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⑤ 特別損益：当第１四半期累計期間の特別利益は、金融商品取引責任準備金戻入10百万円(前

第１四半期累計期間実績 ０百万円)となりました。また特別損失は、システム契約解約損
17百万円(同 ―百万円)、投資有価証券評価損10百万円(同 １億17百万円)となり、差引16
百万円の損失(同 22百万円の損失)となりました。 

  

① 流動資産 
当第１四半期会計期間の流動資産は、前事業年度に比べ13億18百万円増加し、382億23百万

円となりました。これは、募集等払込金が14億91百万円、預託金が13億円減少する一方、トレ
ーディング商品が38億46百万円増加したことなどによるものです。 
  
② 固定資産 
当第１四半期会計期間の固定資産は、前事業年度に比べ４億82百万円減少し、85億71百万円

となりました。これは、投資有価証券が４億20百万円、無形固定資産が42百万円減少したこと
などによるものです。 
  
③ 流動負債 
当第１四半期会計期間の流動負債は、前事業年度に比べ14億21百万円増加し、157億61百万

円となりました。これは、信用取引負債が11億２百万円、預り金が７億14百万円減少する一
方、トレーディング商品が17億64百万円、約定見返勘定が18億22百万円増加したことなどによ
るものです。 
  
④ 固定負債及び特別法上の準備金 
当第１四半期会計期間の固定負債及び特別法上の準備金は、前事業年度に比べ14百万円減少

し、34億42百万円となりました。これは、退職給付引当金が30百万円、資産除去債務が10百万
円増加する一方、繰延税金負債が36百万円、金融商品取引責任準備金が10百万円減少したこと
などによるものです。 
  
⑤ 純資産 
当第１四半期会計期間の純資産は、前事業年度に比べ５億70百万円減少し、275億91百万円

となりました。これは、その他有価証券評価差額金で３億62百万円、剰余金の配当で１億85百
万円減少したことなどによるものです。 

  

当社は金融商品取引業を営んでおり、当社の業績は株式市況等の動向により大きく変動する
可能性があり、株主や投資家の皆様の投資判断にかえって悪影響を及ぼしかねないと危惧する
ことから、業績予想は開示いたしておりません。  
代替として四半期毎に可能な限り早期に決算数値を確定させ、速報値として開示してまいり

ます。なおその時期につきましては、四半期末日または期末日の翌月中旬を予定しておりま
す。 

  

(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。 
この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

（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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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・預金 9,071 9,327

預託金 8,600 7,300

トレーディング商品 3,217 7,064

商品有価証券等 3,217 7,025

デリバティブ取引 － 38

信用取引資産 12,360 12,355

信用取引貸付金 10,566 10,733

信用取引借証券担保金 1,793 1,622

募集等払込金 3,115 1,623

未収還付法人税等 13 24

その他の流動資産 525 529

流動資産計 36,904 38,223

固定資産

有形固定資産 3,891 3,865

建物 2,203 2,192

その他（純額） 1,687 1,672

無形固定資産 302 260

投資その他の資産 4,860 4,446

投資有価証券 3,795 3,375

長期差入保証金 758 770

その他 324 319

貸倒引当金 △18 △18

固定資産計 9,054 8,571

資産合計 45,958 46,795
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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)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 － 1,764

商品有価証券等 － 1,703

デリバティブ取引 － 61

約定見返勘定 14 1,836

信用取引負債 1,614 511

信用取引借入金 404 99

信用取引貸証券受入金 1,210 412

預り金 7,640 6,925

受入保証金 1,132 1,084

短期借入金 2,970 2,970

未払法人税等 58 20

賞与引当金 432 153

その他の流動負債 477 494

流動負債計 14,339 15,761

固定負債

長期未払金 354 354

繰延税金負債 128 92

退職給付引当金 2,530 2,561

資産除去債務 307 317

その他の固定負債 61 51

固定負債計 3,382 3,378

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 74 63

特別法上の準備金計 74 63

負債合計 17,796 19,203

純資産の部

株主資本

資本金 12,272 12,272

資本剰余金

資本準備金 4,294 4,294

その他資本剰余金 4,342 4,342

資本剰余金合計 8,637 8,637

利益剰余金

その他利益剰余金 7,818 7,610

別途積立金 7,247 7,247

繰越利益剰余金 571 363

利益剰余金合計 7,818 7,610

自己株式 △1,010 △1,010

株主資本合計 27,718 27,510

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 443 81

評価・換算差額等合計 443 81

純資産合計 28,162 27,591

負債・純資産合計 45,958 46,795
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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

受入手数料 2,143 1,909

委託手数料 807 913

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

0 0

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

935 644

その他の受入手数料 400 350

トレーディング損益 198 609

金融収益 67 71

その他の営業収益 13 12

営業収益計 2,422 2,603

金融費用 23 19

純営業収益 2,398 2,583

販売費・一般管理費

取引関係費 304 274

人件費 1,431 1,479

不動産関係費 384 338

事務費 388 378

減価償却費 116 108

租税公課 53 48

その他 105 64

販売費・一般管理費計 2,784 2,692

営業損失（△） △386 △108

営業外収益

受取配当金 76 77

雑収入 41 42

営業外収益計 117 120

営業外費用

雑損失 0 9

営業外費用計 0 9

経常利益又は経常損失（△） △268 2

特別利益

金融商品取引責任準備金戻入 0 10

投資有価証券売却益 154 －

特別利益計 154 10

特別損失

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 117 10

固定資産廃棄損 7 －

減損損失 51 －

システム契約解約損 － 17

特別損失計 176 27

税引前四半期純損失（△） △291 △14

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等調整額 △7 2

法人税等合計 △1 8

四半期純損失（△） △289 △22
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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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① 科目別内訳 

(単位：百万円) 

 
  

② 商品別内訳 

(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

 
  

４．補足情報

（１）受入手数料

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)
前年同期比(%)

委託手数料 807 913 113.1

 (株券) (  803) (  903) 112.4

 (債券) (    0) (   ―) ―

 (その他) (    3) (    9) 262.0

引受け・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の手数料

0 0 219.0

 (株券) (   ―) (   ―) ―

 (債券) (    0) (    0) 219.0

募集・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の取扱手数料

935 644 69.0

その他の受入手数料 400 350 87.5

合計 2,143 1,909 89.1

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)
前年同期比(%)

株券 809 910 112.5

債券 3 3 100.9

受益証券 1,327 992 74.8

その他 1 1 115.7

合計 2,143 1,909 89.1

（２）トレーディング損益

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)
前年同期比(%)

株券等 166 55 33.5

債券・為替等 31 553 1,773.5

 (債券等) (   31) (  377) 1,200.5

 (為替等)  (  △0)  (  176) ―

合計 198 609 307.6
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(単位：百万株、百万円) 

   

(単位：千株、百万円) 

 
（注）募集・売出しの取扱高は、売出高及び私募の取扱高を含んでおります。 
  

   

（３）株券売買高(先物取引を除く)

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)
前年同期比(%)

株数 金額 株数 金額 株数 金額

合計 683 373,122 826 345,986 121.0 92.7

 (委託) (383) (135,116) (398) (136,763) (103.8) (101.2)

 (自己) (299) (238,006) (428) (209,222) (143.1) (87.9)

委託比率(%) 56.2 36.2 48.2 39.5

─東証シェア(%) 0.25 0.19 0.32 0.21

1株当たり委託手数料 2円10銭 2円27銭

（４）引受・募集・売出しの取扱高

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)
前年同期比(%)

引受高

 株券(株数) ― ― ―

 株券(金額) ― ― ―

 債券(額面金額) 150 300 200.0

 受益証券(金額) ― ― ―

 コマーシャル・ペーパー 
 及び外国証書等(額面金額)

3,100 ― ―

募集・売出しの取扱高

 株券(株数) ― ― ―

 株券(金額) ― ― ―

 債券(額面金額) 1,117 837 74.9

 受益証券(金額) 117,086 83,514 71.3

 コマーシャル・ペーパー 
 及び外国証書等(額面金額)

3,100 ― ―

（５）自己資本規制比率

区分
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)

基本的項目(百万円) (A) 27,532 27,510

補完的項目 
(百万円)

その他有価証券 
評価差額金(評価益)等

443 81

金融商品取引責任準備金等 74 63

一般貸倒引当金 ― ―

計 (B) 518 145

控除資産(百万円) (C) 5,199 5,147

固定化されていない自己資本の額(百万円)
(A)＋(B)－(C)

(D) 22,851 22,508

リスク相当額 
(百万円)

市場リスク相当額 535 1,128

取引先リスク相当額 308 313

基礎的リスク相当額 2,657 2,605

計 (E) 3,501 4,047

自己資本規制比率(％)  (D)／(E)×100 652.7 556.1
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(単位：百万円) 

（６）損益計算書の四半期推移

前第１四半期

(H23.４.１
 H23.６.30)

前第２四半期

(H23.７.１
H23.９.30)

前第３四半期

(H23.10.１
 H23.12.31)

前第４四半期

(H24.１.１
H24.３.31)

当第１四半期

(H24.４.１
 H24.６.30)

営業収益

 受入手数料 2,143 1,829 1,597 2,395 1,909

 トレーディング損益 198 369 990 1,130 609

 金融収益 67 63 78 60 71

 その他の営業収益 13 15 19 19 12

営業収益計 2,422 2,278 2,686 3,606 2,603

金融費用 23 27 25 30 19

純営業収益 2,398 2,250 2,660 3,575 2,583

販売費・一般管理費

 取引関係費 304 294 279 317 274

 人件費 1,431 1,401 1,482 1,599 1,479

 不動産関係費 384 358 336 325 338

 事務費 388 345 346 391 378

 減価償却費 116 117 124 127 108

 租税公課 53 26 23 30 48

 その他 105 65 41 51 64

 販売費・一般管理費計 2,784 2,608 2,635 2,842 2,692

営業利益又は営業損失(△) △386 △358 24 732 △108

営業外収益 117 49 71 44 120

営業外費用 0 9 0 0 9

経常利益又は経常損失(△) △268 △318 96 776 2

特別利益

 金融商品取引責任準備金戻入 0 ― ― ― 10

 災害損失引当金戻入額 ― ― ― 72 ―

  投資有価証券売却益 154 5 ─ 0 ―

 特別利益計 154 5 ― 73 10

特別損失

投資有価証券売却損 0 9 ― ― ―

 投資有価証券評価損 117 129 28 △50 10

 固定資産廃棄損 7 34 0 2 ―

 減損損失 51 ─ ─ 47 ―

 システム契約解約損 ― ― ― ― 17

 特別損失計 176 174 28 △0 27

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失(△)

△291 △486 67 849 △14

法人税、住民税及び事業税 5 5 5 5 5

法人税等調整額 △7 △0 △7 △5 2

法人税等合計 △1 5 △1 0 8

四半期純利益又は 
四半期純損失(△)

△289 △492 68 849 △22
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