
平成25年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］（連結） 

平成24年８月９日

（百万円未満切捨て）

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

(2) 連結財政状態 

２．配当の状況 

（注）当社は平成24年３月23日及び平成24年３月29日を基準日として配当を行っておりますが、その内訳は以下のとおり

であります。 

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

当社グループの主たる事業である証券業の業績は株式市場等の変動要因による影響が極めて大きく、業績予想を行う

ことが困難であることから、開示しておりません。 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

(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 純営業収益 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  9,178  △8.3  8,536  △8.0  1,426  △22.8  1,455  △23.9

24年３月期第１四半期  10,008  △16.3  9,278  △15.4  1,847  △46.7  1,913  △47.0

（参考）包括利益 25年３月期第１四半期 1,244百万円 （△39.4％） 24年３月期第１四半期 2,054百万円 （△48.9％） 

  四半期純利益 
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 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭 

25年３月期第１四半期  1,370  △30.0  395  84 － 

24年３月期第１四半期  1,956  △49.8  565  10 － 

  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 

25年３月期第１四半期  1,063,286  177,441  16.7  51,241  21

24年３月期  1,121,941  176,879  15.8  51,079  23

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 177,374百万円 24年３月期 176,813百万円 

  
年間配当額

第１四半期末 中間期末 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 － 0 00  1,606  55

25年３月期 －         

基準日 平成24年３月23日 平成24年３月29日 合計 

１株当たり配当額 1,450円00銭 156円55銭 1,606円55銭 



※ 注記事項 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 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 

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 

(注) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細

は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
： 無 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 3,461,559株 24年３月期 3,461,559株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ － 株 24年３月期 － 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 3,461,559株 24年３月期１Ｑ 3,461,559株



  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………  2

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

(1) 四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………  4

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  

四半期連結損益計算書  

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書  

第１四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………………  8

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………  9

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………………………………………  10

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………………………………………  10

(6) セグメント情報等 ……………………………………………………………………………………………………  10



(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の国内株式市場は、年明け以降の円安、株価上昇の基調から一転し、欧州の金融不安

が再燃してきた事、米国の景気回復が弱含みの状況にある事等により、世界経済のリスクが拡大しました。外国為

替市場においては、円高圧力が強くなり、対ドルで70円台に円相場は上昇しました。円高が進行したことは、株価

にも大きな影響を及ぼし、日経平均株価も8,500円を割り込む水準にまで大きく下落しました。６月になり、ギリ

シャ問題が一服し、欧州の金融危機対策等が合意されると金融不安が後退したことを材料に再び世界的に株価が上

昇しました。平成24年６月末の日経平均株価は9,006円であり、平成24年３月末と比較して、約10.7％下落して取

引を終えております。 

このような環境下でありますが、当社におきましては、「顧客中心主義」に基づいた魅力ある商品・サービス・

手数料体系の提供に努めた結果、当第１四半期連結累計期間には、40,370口座の新規口座を獲得し、平成24年６月

末の総合口座数は、2,428,156口座、信用取引口座数は、244,673口座となっております。また、預り資産は４兆

354億円となっております。（注）口座数、預り資産は、当社単体の数字であります。 

業績に関しましては、株式委託売買代金の減少により当第１四半期連結累計期間の「委託手数料」は3,404百万

円（前年同四半期比6.5％減）となりました。また、投資信託販売額の減少により「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274百万円（同39.0％減）、外国為替保証金取引に係るスプレッドを大幅に縮小

したことにより「トレーディング損益」は1,517百万円（同21.5％減）とそれぞれ減少いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は営業収益9,178百万円（前年同四半期比8.3％減）、営業利益

1,426百万円（同22.8％減）、経常利益1,455百万円（同23.9％減）、四半期純利益1,370百万円（同30.0％減）と

なっております。 

当第１四半期連結累計期間の主な取り組みは以下のとおりであります。 

・金額指定・積立指定で購入された投資信託の分配金受取方法に受取を追加（平成24年４月） 

・投資信託の 低積立金額を500円に引下げ（平成24年４月） 

・大口信用取引大感謝祭！キャンペーンを実施（平成24年４月） 

・インドネシア株式の取扱いを開始（平成24年４月） 

・「SOR注文」対象銘柄を追加（平成24年４月） 

・外国為替保証金取引「FX取引 株券担保サービス」を開始（平成24年５月） 

・「インドネシア株式取引」個別銘柄情報を大幅拡充（平成24年５月） 

また、業績の主な概要は以下のとおりであります。なお、当社グループは「投資・金融サービス業」の単一セグ

メントであるため、セグメントごとの業績の記載を省略しております。 

（受入手数料） 

当第１四半期連結累計期間は4,607百万円（前年同四半期比9.0％減）を計上しておりますが、その内訳は以下

のとおりであります。 

・委託手数料 

主にインターネットによる株式取引により3,404百万円（同6.5％減）を計上しております。 

・引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 

債券の引受け等により25百万円（同44.2％減）を計上しております。 

・募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 

主に投資信託の販売により274百万円（同39.0％減）を計上しております。 

・その他の受入手数料 

投資信託の代行手数料等により902百万円（同2.6％減）を計上しております。 

（トレーディング損益） 

外国為替保証金取引に係るスプレッド及び外貨建債券の販売等により1,517百万円（前年同四半期比21.5％

減）を計上しております。 

（金融収支） 

「金融収益」は2,982百万円（前年同四半期比1.6％増）、「金融費用」は620百万円（同12.7％減）となりま

した。その結果、金融収支は2,361百万円（同6.2％増）となっております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（販売費及び一般管理費） 

当第１四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は7,110百万円（前年同四半期比4.3％減）となりました。

これは、対面取引部門の分割や連結子会社の減少により従業員数が減少し「人件費」が1,269百万円（同10.2％

減）となったこと及びシステム利用料等の変動費が減少し「事務費」が1,544百万円（同7.1％減）となったこと

等によるものであります。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、機関投資家への貸株残

高の増加により「有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額」が52,988百万円の獲得（前年同四半期

は45,115百万円の獲得）となったこと等から、前連結会計年度末に比べ4,688百万円増加し、当第１四半期連結

累計期間末には62,820百万円となりました。 

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は29,426百万円（前年同四半期は36,724百万円の獲得）となりました。主なプラ

ス要因は、預り金が減少した見合いで「顧客分別金信託の増減額」が62,000百万円の減少（同24,000百万円の減

少）となったこと及び機関投資家への貸株残高の増加により「有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増

減額」が52,988百万円の獲得（同45,115百万円の獲得）となったことであり、主なマイナス要因は、信用取引に

おける自己融資額の増加により「信用取引資産及び信用取引負債の増減額」が60,243百万円の使用（同47,140百

万円の使用）となったこと及び顧客からの預り金が減少したことにより「預り金の増減額」が33,675百万円の減

少（同23,903百万円の増加）となったことであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は607百万円（前年同四半期は1,808百万円の使用）となりました。これは、新サ

ービスを提供するためのソフトウエア開発を中心に設備投資を実施したことにより「無形固定資産の取得による

支出」が633百万円（同591百万円）となったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は23,110百万円（前年同四半期は25,198百万円の使用）となりました。これは、

「短期借入金の純増減額」が22,900百万円の減少（同25,000百万円の減少）となったこと等によるものでありま

す。 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ314千円増加しております。  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 58,152,355 62,840,401

預託金 663,065,752 600,065,752

顧客分別金信託 598,000,000 536,000,000

その他の預託金 65,065,752 64,065,752

トレーディング商品 339,362 611,184

商品有価証券等 331,486 610,159

デリバティブ取引 7,876 1,025

約定見返勘定 2,224,898 901,445

信用取引資産 260,048,259 269,108,802

信用取引貸付金 220,270,868 261,657,727

信用取引借証券担保金 39,777,391 7,451,075

有価証券担保貸付金 1,367 45,509

借入有価証券担保金 1,367 45,509

立替金 152,201 224,010

短期差入保証金 20,015,809 11,385,154

関係会社短期貸付金 79,900,000 79,900,000

前払費用 348,613 321,782

未収収益 4,683,443 4,657,907

繰延税金資産 362,335 136,799

その他 3,335,821 5,620,482

貸倒引当金 △122,453 △133,745

流動資産合計 1,092,507,768 1,035,685,487

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 943,806 759,446

工具、器具及び備品（純額） 279,578 268,606

土地 1,774,345 1,774,345

リース資産（純額） 2,057,552 1,868,485

有形固定資産合計 5,055,283 4,670,883

無形固定資産   

借地権 121 121

ソフトウエア 7,833,636 7,561,626

ソフトウエア仮勘定 288,660 529,148

リース資産 189,674 177,778

その他 9,905 9,905

無形固定資産合計 8,321,997 8,278,581

投資その他の資産   

投資有価証券 12,041,031 11,770,260

出資金 18,210 8,210

長期差入保証金 1,397,455 752,469

長期前払費用 5,707 4,931

繰延税金資産 2,239,231 1,836,323

その他 3,152,319 3,026,784

貸倒引当金 △2,797,796 △2,747,303

投資その他の資産合計 16,056,159 14,651,676

固定資産合計 29,433,440 27,601,141

資産合計 1,121,941,209 1,063,286,629



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(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 35,850 171

商品有価証券等 35,370 －

デリバティブ取引 480 171

信用取引負債 170,800,152 119,617,580

信用取引借入金 76,007,302 73,578,428

信用取引貸証券受入金 94,792,850 46,039,152

有価証券担保借入金 76,592,593 129,625,072

有価証券貸借取引受入金 76,592,593 129,625,072

預り金 355,917,604 322,241,676

受入保証金 289,405,423 286,302,062

有価証券等受入未了勘定 984 94

短期借入金 38,300,000 15,400,000

リース債務 846,792 847,693

未払金 1,167,745 3,869,360

未払費用 2,049,171 1,930,422

未払法人税等 2,976,526 164,998

前受金 541,485 709,449

その他 261 2,753

流動負債合計 938,634,591 880,711,336

固定負債   

リース債務 1,539,701 1,327,951

長期預り保証金 16,788 16,788

繰延税金負債 － 1,041

資産除去債務 434,828 242,734

固定負債合計 1,991,318 1,588,515

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 4,436,224 3,544,857

特別法上の準備金合計 4,436,224 3,544,857

負債合計 945,062,134 885,844,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 47,937,928 47,937,928

資本剰余金 75,377,776 74,696,107

利益剰余金 53,666,333 55,036,547

株主資本合計 176,982,038 177,670,583

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △241,358 △283,742

為替換算調整勘定 73,085 △12,355

その他の包括利益累計額合計 △168,272 △296,098

少数株主持分 65,309 67,434

純資産合計 176,879,074 177,441,919

負債純資産合計 1,121,941,209 1,063,286,629



(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
(四半期連結損益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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 5,062,636 4,607,035

委託手数料 3,640,468 3,404,910

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

45,846 25,578

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

449,465 274,039

その他の受入手数料 926,855 902,506

トレーディング損益 1,933,882 1,517,839

金融収益 2,934,342 2,982,307

その他の営業収益 77,484 70,983

営業収益計 10,008,345 9,178,166

売上原価   

金融費用 711,332 620,987

その他 18,739 20,521

売上原価合計 730,071 641,508

純営業収益 9,278,274 8,536,657

販売費及び一般管理費   

取引関係費 1,443,189 1,370,576

人件費 1,414,501 1,269,737

不動産関係費 1,317,700 1,239,843

事務費 1,663,083 1,544,731

減価償却費 796,903 879,111

のれん償却額 11,880 －

租税公課 88,249 78,610

その他 695,219 727,790

販売費及び一般管理費合計 7,430,727 7,110,402

営業利益 1,847,546 1,426,255

営業外収益   

受取利息 1,052 175

受取配当金 63,452 33,608

持分法による投資利益 11,849 －

投資事業組合運用益 － 5,977

未払配当金除斥益 13,312 －

その他 19,329 23,265

営業外収益合計 108,996 63,027

営業外費用   

支払利息 211 169

持分法による投資損失 － 17,457

投資事業組合運用損 35,969 4,998

その他 7,319 11,644

営業外費用合計 43,500 34,269

経常利益 1,913,043 1,455,013



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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

特別利益   

投資有価証券売却益 692,265 －

金融商品取引責任準備金戻入 767,686 891,367

特別利益合計 1,459,952 891,367

特別損失   

固定資産除却損 － 26,389

投資有価証券評価損 69,534 57,263

特別損失合計 69,534 83,653

税金等調整前四半期純利益 3,303,461 2,262,726

法人税、住民税及び事業税 958,527 301,496

法人税等調整額 387,357 588,890

法人税等合計 1,345,885 890,387

少数株主損益調整前四半期純利益 1,957,576 1,372,339

少数株主利益 1,443 2,125

四半期純利益 1,956,132 1,370,214



(四半期連結包括利益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 1,957,576 1,372,339

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 505 △42,384

持分法適用会社に対する持分相当額 96,900 △85,441

その他の包括利益合計 97,406 △127,825

四半期包括利益 2,054,982 1,244,514

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,053,538 1,242,388

少数株主に係る四半期包括利益 1,443 2,125



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,303,461 2,262,726

減価償却費 802,698 890,332

のれん償却額 11,880 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,739 △39,200

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △767,686 △891,367

固定資産除却損 － 26,389

投資有価証券評価損益（△は益） 69,534 57,263

投資有価証券売却損益（△は益） △692,265 －

受取利息及び受取配当金 △2,998,847 △3,016,092

未払配当金除斥益 △13,312 －

支払利息 711,543 621,156

為替差損益（△は益） 578,916 1,019,719

持分法による投資損益（△は益） △11,849 17,457

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 24,000,000 62,000,000

その他の預託金の増減額（△は増加） △3,100,000 1,000,000

短期差入保証金の増減額（△は増加） △402,665 8,630,655

営業貸付金の増減額（△は増加） 22,371 －

トレーディング商品の増減額 541,813 1,015,952

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △47,140,444 △60,243,115

受入保証金の増減額（△は減少） △7,509,253 △3,103,360

預り金の増減額（△は減少） 23,903,790 △33,675,928

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増
減額

45,115,136 52,988,337

その他 175,180 476,950

小計 36,589,263 30,037,877

利息及び配当金の受取額 2,518,190 2,825,807

利息の支払額 △624,656 △598,012

法人税等の支払額 △1,758,256 △2,839,464

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,724,541 29,426,207

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △3,138 △36,973

無形固定資産の取得による支出 △591,247 △633,533

投資有価証券の取得による支出 △1,887,439 －

投資有価証券の売却等による収入 747,303 －

貸付金の回収による収入 － 5,280

その他 △54,223 57,641

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,808,745 △607,584

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） △25,000,000 △22,900,000

配当金の支払額 △368 －

リース債務の返済による支出 △198,308 △210,857

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,198,677 △23,110,857

現金及び現金同等物に係る換算差額 △578,916 △1,019,719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,138,202 4,688,046

現金及び現金同等物の期首残高 76,855,413 58,132,355

現金及び現金同等物の四半期末残高 85,993,615 62,820,401



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（セグメント情報） 

前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

当社グループは、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) セグメント情報等
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