
平成25年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結） 

平成25年２月７日

（百万円未満切捨て）

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

(2) 連結財政状態 

２．配当の状況 

（注）１．当社は24年３月期に平成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。 

２．当社は25年３月期に平成24年12月20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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(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３四半期  28,194  △3.6  26,059  △3.2  5,451  1.7  5,600  3.0

24年３月期第３四半期  29,247  △9.0  26,931  △8.6  5,360  △20.9  5,434  △19.6

（参考）包括利益 25年３月期第３四半期 4,167百万円 （29.5％） 24年３月期第３四半期 3,216百万円 （△46.2％） 

  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３四半期  3,854  △5.7  1,113  47 － 

24年３月期第３四半期  4,087  △28.3  1,180  94 － 

  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３四半期  1,145,601  155,364  13.6  44,862  10

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３四半期 155,292百万円 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 －  0 00 －     

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 

基準日 平成24年12月20日 合計 

１株当たり配当額 7,222円18銭 7,222円18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.4「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３Ｑ 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３Ｑ － 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３Ｑ 3,461,559株 24年３月期３Ｑ 3,461,559株
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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、東日本大震災からの復興需要等を背景に、一部で緩やかな景

気回復の動きが見られたものの、長期化するデフレの影響に加え、欧州債務危機や世界的な景気の減速懸念なども

あり、依然として先行きの不透明な状況が続き、国内株式市場も低迷いたしておりました。昨年の11月に衆議院が

解散し、同年12月の衆議院選を経て自民党中心の新政権が発足すると、新政権への政策期待や円高の是正、さらな

る金融緩和に期待をよせる見方から株高基調に転じ、東日本大震災前の株価水準を回復するに至りました。平成24

年12月末の日経平均株価は10,395円18銭であり、平成24年３月末と比較して、約３％上昇して取引を終えておりま

す。 

このような環境下、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３四半期連結累計期間には、128,962口座の新規口座を獲得し、平成24年12月末の総合口座

数は、2,516,748口座、信用取引口座数は、253,333口座となっております。また、預り資産は４兆5,754億円とな

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３四半期連結累計期間の「委託手数料」は10,303百万

円（前年同四半期比2.8％減）となりました。また、平成23年７月に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4,602百万円（同15.1％減）となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は営業収益28,194百万円（前年同四半期比3.6％減）、営業利益

5,451百万円（同1.7％増）、経常利益5,600百万円（同3.0％増）、四半期純利益3,854百万円（同5.7％減）となっ

ております。 

当第３四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・積立指定で購入し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） 

・「SOR注文」への比較市場（X-Market）追加（平成24年７月）  

・スマートフォンサイトの提供を開始（平成24年７月） 

・信用シミュレーターの提供を開始（平成24年７月） 

・「FX情報メール」サービスの提供を開始（平成24年７月） 

・銀行代理業における取扱い業務を追加（平成24年８月） 

・「信用取引金利 キャッシュバックキャンペーン」を実施（平成24年８月） 

・既発外貨建債券の「夜間リーブオーダーサービス」を開始（平成24年８月） 

・SBI損保のがん保険取扱いを開始（平成24年９月） 

・FX取引スマートフォン専用アプリの「デモアプリ」の提供を開始（平成24年９月） 

・住信SBIネット銀行との外貨入出金サービスの提供を開始（平成24年10月） 

・ロシアルーブルの為替取引タイミングを１日２回へ拡大（平成24年10月） 

・既発ロシアルーブル建債券のインターネット取引の提供を開始（平成24年10月） 

・外貨決済サービスの対象通貨にロシアルーブルを追加（平成24年10月） 

・投信積立銀行引落サービスの提供を開始（平成24年10月） 

・インターネット取引全てのお客様を対象に国内株式取引手数料を 大20%引下げ（平成24年11月） 

・為替取引の対象通貨に４通貨（シンガポールドル、タイバーツ、マレーシアリンギット、中国人民元）追加

（平成24年12月） 

・外貨決済サービスの対象通貨に中国人民元を追加（平成24年12月） 

１．当四半期決算に関する定性的情報



また、業績の主な概要は以下のとおりであります。 

（受入手数料） 

当第３四半期連結累計期間は14,250百万円（前年同四半期比2.8％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10,303百万円（同2.8％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218百万円（同102.0％増）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967百万円（同6.8％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2,761百万円（同5.4％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4,602百万円（前年同四半期比15.1％

減）を計上しております。 

（金融収支） 

信用取引における自己融資額の増加により「金融収益」は9,131百万円（前年同四半期比2.2％増）、「金融費

用」は2,071百万円（同8.0％減）となりました。その結果、金融収支は7,060百万円（同5.6％増）となっており

ます。 

（販売費及び一般管理費） 

当第３四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は20,608百万円（前年同四半期比4.5％減）となりまし

た。これは、平成24年６月15日付で実施した当社対面取引部門の分割により、従業員数及び支店数が減少したた

め、「人件費」が3,082百万円（同25.7％減）、「不動産関係費」が3,403百万円（同11.8％減）とそれぞれ減少

し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３四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、機関投資家に対する貸

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36,024百万円の獲得（前年同四

半期は38,546百万円の獲得）となったこと等から、前連結会計年度末に比べ13,419百万円増加し、当第３四半期

連結累計期間末には71,551百万円となりました。 

当第３四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40,126百万円（前年同四半期は3,134百万円の獲得）となりました。主なプラ

ス要因は、機関投資家に対する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36,024百万円の獲得（同38,546百万円の獲得）となったこと、顧客からの預り金が増加したことにより「預り

金の増減額」が33,213百万円の増加（同276,849百万円の増加）となったこと及び信用取引受入保証金が増加し

たことにより「受入保証金の増減額」が31,371百万円の増加（同29,312百万円の減少）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

33,244百万円の使用（同31,275百万円の使用）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4,269百万円（前年同四半期は5,770百万円の使用）となりました。これは、親

会社への「貸付けによる支出」が5,000百万円（前年同四半期の支出はございません。）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23,536百万円（前年同四半期は17,104百万円の使用）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16,500百万円の減少）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３四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7,621千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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 58,152,355 71,591,720

預託金 663,065,752 680,065,752

顧客分別金信託 598,000,000 610,000,000

その他の預託金 65,065,752 70,065,752

トレーディング商品 339,362 1,985,312

商品有価証券等 331,486 1,983,610

デリバティブ取引 7,876 1,701

約定見返勘定 2,224,898 1,861,051

信用取引資産 260,048,259 263,735,208

信用取引貸付金 220,270,868 233,514,283

信用取引借証券担保金 39,777,391 30,220,924

有価証券担保貸付金 1,367 －

借入有価証券担保金 1,367 －

立替金 152,201 41,509

短期差入保証金 20,015,809 28,069,190

関係会社短期貸付金 79,900,000 59,900,000

前払費用 348,613 356,283

未収収益 4,683,443 4,956,531

繰延税金資産 362,335 46,727

その他 3,335,821 8,512,524

貸倒引当金 △122,453 △60,899

流動資産合計 1,092,507,768 1,121,060,911

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 943,806 734,845

工具、器具及び備品（純額） 279,578 437,112

土地 1,774,345 1,774,345

リース資産（純額） 2,057,552 1,527,757

有形固定資産合計 5,055,283 4,474,061

無形固定資産   

借地権 121 121

ソフトウエア 7,833,636 7,152,978

ソフトウエア仮勘定 288,660 153,987

リース資産 189,674 997,375

その他 9,905 9,905

無形固定資産合計 8,321,997 8,314,367

投資その他の資産   

投資有価証券 12,041,031 9,421,631

出資金 18,210 8,210

長期差入保証金 1,397,455 698,444

長期前払費用 5,707 3,380

繰延税金資産 2,239,231 1,389,038

その他 3,152,319 2,968,560

貸倒引当金 △2,797,796 △2,736,895

投資その他の資産合計 16,056,159 11,752,370

固定資産合計 29,433,440 24,540,799

資産合計 1,121,941,209 1,145,601,710



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 35,850 2,182

商品有価証券等 35,370 －

デリバティブ取引 480 2,182

信用取引負債 170,800,152 141,242,745

信用取引借入金 76,007,302 51,201,273

信用取引貸証券受入金 94,792,850 90,041,472

有価証券担保借入金 76,592,593 112,615,244

有価証券貸借取引受入金 76,592,593 112,615,244

預り金 355,917,604 389,131,270

受入保証金 289,405,423 320,776,780

有価証券等受入未了勘定 984 －

短期借入金 38,300,000 15,400,000

リース債務 846,792 853,081

未払金 1,167,745 2,397,979

未払費用 2,049,171 2,213,873

未払法人税等 2,976,526 6,279

前受金 541,485 825,621

その他 261 3,004

流動負債合計 938,634,591 985,468,064

固定負債   

リース債務 1,539,701 938,983

長期預り保証金 16,788 40,907

繰延税金負債 － 947

資産除去債務 434,828 243,192

固定負債合計 1,991,318 1,224,031

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 945,062,134 990,236,953

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 32,520,666

株主資本合計 176,982,038 155,154,702

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 52,914

為替換算調整勘定 73,085 85,206

その他の包括利益累計額合計 △168,272 138,120

少数株主持分 65,309 71,934

純資産合計 176,879,074 155,364,757

負債純資産合計 1,121,941,209 1,145,601,710



(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３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収益   

受入手数料 14,663,132 14,250,950

委託手数料 10,598,556 10,303,503

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

108,072 218,289

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

1,037,986 967,324

その他の受入手数料 2,918,517 2,761,832

トレーディング損益 5,419,622 4,602,083

金融収益 8,938,029 9,131,715

その他の営業収益 226,272 209,542

営業収益計 29,247,056 28,194,291

売上原価   

金融費用 2,252,333 2,071,064

その他 63,040 63,271

売上原価合計 2,315,374 2,134,335

純営業収益 26,931,682 26,059,956

販売費及び一般管理費   

取引関係費 3,998,825 3,884,463

人件費 4,149,390 3,082,462

不動産関係費 3,860,287 3,403,287

事務費 4,741,899 5,198,552

減価償却費 2,451,174 2,662,255

のれん償却額 35,641 －

租税公課 243,117 218,343

貸倒引当金繰入れ － 628

その他 2,090,576 2,158,222

販売費及び一般管理費合計 21,570,912 20,608,214

営業利益 5,360,769 5,451,741

営業外収益   

受取利息 1,396 935

受取配当金 76,091 53,839

投資事業組合運用益 81,571 208,658

未払配当金除斥益 13,312 －

その他 85,806 58,576

営業外収益合計 258,177 322,010

営業外費用   

支払利息 602 475

持分法による投資損失 38,536 48,684

投資事業組合運用損 124,368 107,612

その他 20,793 16,639

営業外費用合計 184,301 173,411

経常利益 5,434,646 5,600,340



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 2,047,023 673,016

金融商品取引責任準備金戻入 765,769 891,367

特別利益合計 2,812,792 1,564,383

特別損失   

減損損失 － 125,764

固定資産除却損 － 39,154

投資有価証券売却損 － 637,244

投資有価証券評価損 69,711 57,263

貸倒引当金繰入額 421,487 －

特別損失合計 491,199 859,427

税金等調整前四半期純利益 7,756,239 6,305,296

法人税、住民税及び事業税 2,902,457 1,502,206

法人税等調整額 762,333 942,130

法人税等合計 3,664,791 2,444,337

少数株主損益調整前四半期純利益 4,091,447 3,860,958

少数株主利益 3,568 6,625

四半期純利益 4,087,879 3,854,333



(四半期連結包括利益計算書) 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,091,447 3,860,958

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △730,512 294,273

持分法適用会社に対する持分相当額 △144,130 12,120

その他の包括利益合計 △874,642 306,393

四半期包括利益 3,216,805 4,167,351

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,213,236 4,160,726

少数株主に係る四半期包括利益 3,568 6,625



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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 7,756,239 6,305,296

減価償却費 2,478,215 2,697,352

減損損失 － 125,764

のれん償却額 35,641 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 145,972 △122,454

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △765,769 △891,367

固定資産除却損 － 39,154

投資有価証券売却損益（△は益） △2,047,023 △35,771

投資有価証券評価損益（△は益） 69,711 57,263

受取利息及び受取配当金 △9,015,517 △9,186,490

支払利息 2,252,936 2,071,539

為替差損益（△は益） 2,246,284 △1,099,768

持分法による投資損益（△は益） 38,536 48,684

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △252,000,000 △12,000,000

その他の預託金の増減額（△は増加） △7,200,000 △5,000,000

短期差入保証金の増減額（△は増加） △429,125 △8,053,380

営業貸付金の増減額（△は増加） 35,560 －

トレーディング商品の増減額 1,475,201 △1,315,770

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △31,275,817 △33,244,355

受入保証金の増減額（△は減少） △29,312,647 31,371,357

預り金の増減額（△は減少） 276,849,911 33,213,665

有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増
減額

38,546,845 36,024,018

その他 1,335,005 △2,323,310

小計 1,220,161 38,681,429

利息及び配当金の受取額 8,016,890 8,826,409

利息の支払額 △2,173,792 △2,026,145

法人税等の支払額 △3,929,200 △5,355,618

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,134,059 40,126,074

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 △30,000 △50,000

定期預金の払戻による収入 10,000 30,000

有形固定資産の取得による支出 △9,678 △265,660

無形固定資産の取得による支出 △1,981,248 △1,924,855

投資有価証券の取得による支出 △6,258,626 －

投資有価証券の売却等による収入 2,505,666 2,820,731

貸付けによる支出 － △5,000,000

貸付金の回収による収入 546 5,865

その他 △7,100 113,924

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,770,442 △4,269,995

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） △16,500,000 △22,900,000

配当金の支払額 △368 －

リース債務の返済による支出 △604,030 △636,482

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,104,399 △23,536,482

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,246,284 1,099,768

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △21,987,066 13,419,364

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 54,868,346 71,551,720



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） 

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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