
四半期報告書 

カブドットコム証券株式会社 

東京都中央区新川一丁目28番25号 

（第10期第２四半期） 

自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日 

2008/11/10 9:30:2908507826/カブドットコム証券株式会社/四半期報告書/2008-09-30



目       次 

  頁

表 紙   

   

第一部 企業情報   

第１ 企業の概況   

１ 主要な経営指標等の推移 ………………………………………………………………………………………… 1 

２ 事業の内容 ………………………………………………………………………………………………………… 2 

３ 関係会社の状況 …………………………………………………………………………………………………… 2 

４ 従業員の状況 ……………………………………………………………………………………………………… 2 

第２ 事業の状況   

１ 経営上の重要な契約等 …………………………………………………………………………………………… 3 

２ 財政状態及び経営成績の分析 …………………………………………………………………………………… 3 

第３ 設備の状況 …………………………………………………………………………………………………………… 7 

第４ 提出会社の状況   

１ 株式等の状況   

(1）株式の総数等 …………………………………………………………………………………………………… 8 

(2）新株予約権等の状況 …………………………………………………………………………………………… 8 

(3）ライツプランの内容 …………………………………………………………………………………………… 11 

(4）発行済株式総数、資本金等の推移 …………………………………………………………………………… 11 

(5）大株主の状況 …………………………………………………………………………………………………… 11 

(6）議決権の状況 …………………………………………………………………………………………………… 12 

２ 株価の推移 ………………………………………………………………………………………………………… 12 

３ 役員の状況 ………………………………………………………………………………………………………… 12 

４ 業務の状況 ………………………………………………………………………………………………………… 13 

第５ 経理の状況 …………………………………………………………………………………………………………… 16 

１ 四半期財務諸表   

(1）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………… 17 

(2）四半期損益計算書    

 第２四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………… 19 

第２四半期会計期間 ……………………………………………………………………………………………… 20 

(3）四半期キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………… 21 

２ その他 ……………………………………………………………………………………………………………… 25 

第二部 提出会社の保証会社等の情報 ……………………………………………………………………………………… 26 

   

［四半期レビュー報告書］   

2008/11/10 9:30:2908507826/カブドットコム証券株式会社/四半期報告書/2008-09-30



【表紙】 

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年11月12日 

【四半期会計期間】 第10期第２四半期（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

【会社名】 カブドットコム証券株式会社 

【英訳名】 kabu.com Securities Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長  齋藤 正勝 

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目28番25号 

【電話番号】 03-3551-5111（代表） 

【事務連絡者氏名】 専務執行役業務統括部長  雨宮 猛 

【 寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目28番25号 

【電話番号】 03-3551-5111（代表） 

【事務連絡者氏名】 専務執行役業務統括部長  雨宮 猛 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

2008/11/10 9:30:2908507826/カブドットコム証券株式会社/四半期報告書/2008-09-30



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３．持分法を適用した場合の投資利益については、持分法適用対象会社がないため記載しておりません。 

４．自己資本規制比率は金融商品取引法第46条の６の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の

定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。 

  

回次 
第10期 

当第２四半期 
累計期間 

第10期 
当第２四半期 
会計期間 

第９期 

会計期間 

自平成20年 
４月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成20年 
７月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成19年 
４月１日 

至平成20年 
３月31日 

営業収益 （百万円） 8,706 4,166 20,674 

純営業収益 （百万円） 7,868 3,726 19,299 

経常利益 （百万円） 3,250 1,384 9,955 

四半期（当期）純利益 （百万円） 2,091 835 6,006 

持分法を適用した場合の投資利益 （百万円） － － － 

資本金 （百万円） － 7,196 7,196 

発行済株式総数 （株） － 975,687 975,687 

純資産額 （百万円） － 37,633 37,414 

総資産額 （百万円） － 390,205 395,726 

１株当たり純資産額 （円） － 39,639.59 39,414.18 

１株当たり四半期（当期）純利益

金額 
（円） 2,202.68 879.94 6,205.83 

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額 
（円） 2,200.24 879.04 6,178.11 

１株当たり配当額 （円） － － 2,000 

自己資本比率 （％） － 9.6 9.5 

自己資本規制比率 （％） － 597.6 552.2 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 1,322 － 11,704 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △292 － 110 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △1,898 － △14,591 

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高 
（百万円） － 47,093 47,962 

従業員数 （人） － 81 88 
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２【事業の内容】 

 当第２四半期会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含んでおります。）であり、臨時雇

用者数（人材会社からの派遣社員）は、当第２四半期会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 81 (27) 
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第２【事業の状況】 

１【経営上の重要な契約等】 

 当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

２【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

  

（1）業績の状況 

 当第２四半期会計期間の株式市場は、６月の日経平均株価の14,000円台半ばの水準から徐々に下落する動きとなり

ました。その後、リーマンブラザーズ、米国住宅金融公社などの経営不安を背景に米国で金融システム不安が再燃、

日本の株式市場もその影響を受け、日経平均株価は下降トレンドとなりました。国内で福田首相の突然の辞任など政

治空白の中、９月には遂に米国金融危機が勃発、米国住宅金融公社２社や保険大手ＡＩＧが米国政府により救済さ

れ、また投資銀行４位のリーマンブラザーズが経営破綻するなど、米国金融機関の淘汰再編の流れが一気に加速しま

した。リーマンショックをはじめとした史上稀にみる金融危機の中、日本の株式市場も腰折れを余儀なくされ、９月

末には日経平均株価が11,000円レベルに迫る下落となりました。金融危機は欧州にも波及し、欧米の景気後退観測の

強まりで、日本の景気・企業業績への懸念が強まり、投資環境はますます厳しいものとなりました。 

 このような波乱の市場環境の影響により、東京証券取引所市場第一部の１日当たり平均売買代金は総じて低調に推

移、8月26日には１兆3,769億円と平成17年８月以来の水準にまで落ち込みました。個人投資家も一段と慎重なスタン

スとなり、当第２四半期会計期間の三市場合計１日当たり個人株式売買代金は6,224 億円と前年同期の１兆151億円

から39％減少し、同ジャスダック証券取引所においては107億円と前年同期の321億円から67％減少することとなりま

した。また、当第２四半期会計期間末の三市場信用取引期末買残高も１兆8,154億円と、前年同期末の３兆3,988億円

から47％減少しました。 

 このような環境の中、当社の第２四半期会計期間の営業収益は4,166百万円と前年同期比25.1％の減少、四半期純

利益は835百万円と48.0％の減少となりましたが、証券口座数は639,832口座（前年同期末597,898口座）、信用口座

数は62,168口座（前年同期末56,200口座）と順調に増加しました。一方で、日経平均株価が前年同期末比5,525円

（32.9％）下落したこと等により、預り資産は、9,595億円（前年同期末１兆1,883億円）と前年同期末に比べ19.2％

の減少となりました。 

 当社は『顧客投資成績重視の経営』を経営理念に掲げ、損をしないことが利益に繋がるという「リスク管理追求

型」のコンセプトの下、特許を取得している「逆指値」を始めとする利便性と安定性を追求した独自のサービスを提

供するとともに、個人投資家の皆様に新しい投資スタイルを啓蒙すべく、当第２四半期会計期間は以下のような取り

組みを行いました。 

 ・事業継続計画(BCP)機能を本格活用した業界初の注文要望受付の開始（７月） 

 ・kabu.comPTSの新「呼値の刻み」採用（７月） 

 ・iPhoneに対応した証券取引Webアプリケーションの提供開始（７月） 

 ・株価指数先物取引の建玉数制限を個別審査により引き上げる際の上限を撤廃（８月） 

 ・ 新技術を駆使した移動営業所による証券窓口サービス展開を公表（８月） 

 ・「建玉残高」または「新規建て約定代金」に応じて安くなる信用取引手数料体系を公表（９月） 

 ・「上場カバードワラント」を証券会社で唯一初日から取扱開始（９月） 

 ・リアルタイム口座振替を利用した「自動引落リトライ」サービス（無料）開始（９月） 

 ・投資信託らくらく検索ツール「ファンドナビゲーション」の提供を公表（９月） 

当第２四半期会計期間の主な収益、費用、利益の状況は以下のとおりです。 

  

① 受入手数料 

［委託手数料］  

 当第２四半期会計期間の委託手数料は、2,153百万円と前年同期比25.4％の減少となりました。このうち株式委託

手数料は1,597百万円（前年同期比30.7％減）、株価指数先物取引及びオプション取引の委託手数料は515百万円（前

年同期比3.3％減）となっています。 

［募集・売出しの取扱手数料］ 

 募集・売出しの取扱手数料は22百万円と前年同期比77.6％の減少となりました。このうち、新規公開株式等の販売

において１百万円（前年同期比53.8％減）、投資信託の販売において21百万円（前年同期比78.4％減）となっており

ます。 
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［その他の受入手数料］ 

 その他の受入手数料は475百万円と前年同期比18.2％の減少となりました。このうち、kabuマシーン（カブマシー

ン®）等の有料情報コンテンツサービスによる手数料収入において100百万円（前年同期比9.1％減）、投資信託の代

行手数料において86百万円（前年同期比4.8％減）、為替保証金取引の受入手数料225百万円（前年同期比21.9％減）

となっております。 

 科目別の前年同期との比較を示すと下表のとおりです。 

 前年同期に比べ、株式委託手数料の比率は若干減少する一方、先物・オプション取引、外国為替保証金取引等、デ

リバティブ関連の手数料割合が増加してきております。 

 当社では、株式個人委託売買金額の低下に伴う収入の減少を、株式以外の商品による手数料や金融収支の改善によ

り補ってまいりましたが、株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとの戦略的連携の強化などにより当社株式

委託取引シェアの拡大を図り、株式委託手数料を含む営業収益全般の増加を図ってまいる所存です。 

  

② 金融収支 

 当第２四半期会計期間の金融収益は1,515百万円（前年同期比24.0％減）、金融費用は440百万円（前年同期比

10.6％増）となり、差引の金融収支は1,074百万円（前年同期比32.7％減）となりました。 

 三市場における信用取引買建玉残高が１兆8,154億円と、前年同期末に比べ46.6％減少するなか、当社の同残高

も、815億円と前年同期末比35.0％の減少となったことを主要因として、金融収支は減少しております。 

 信用取引残高は市況等外的要因に依存することから、信用取引口座増加に向けての営業施策と、調達コストの一層

の削減や資金管理の効率化による金融収支率の改善の２点が、金融収支改善のために重要であると考えております。

③ 販売費・一般管理費 

 当第２四半期会計期間の販売費・一般管理費は、2,236百万円と前年同期比13.6％の減少となりました。主な内訳

は、取引関係費1,006百万円（前年同期比10.4％減）、人件費225百万円（前年同期比12.5％減）、不動産関係費525

百万円（前年同期比0.1％減）、事務費232百万円（前年同期比18.3％増）、貸倒引当金繰入額12百万円（前年同期比

95.2％減）です。 

 なお、当第２四半期会計期間の「委託手数料／販売費・一般管理費率」は96.3％、「委託手数料／システム関連費

率」は233.8％となり、それぞれ前年同期の111.6％、327.6％に比べ悪化しておりますが、経費抑制に注力し、経営

効率性を高めてまいります。 

決算期 

（単位：百万円） 

平成20年３月期 

第２四半期会計期間 

平成21年３月期 

第２四半期会計期間 

 金額  構成比   金額  構成比  

委託手数料 2,886 80.9％ 2,153 81.2％ 

 （内、株式） 2,305 64.6％ 1,597 60.2％ 

 （内、先物・オプション） 532 14.9％ 515 19.4％ 

 （内、その他） 48 1.4％ 41 1.5％ 

募集・売出しの取扱手数料 102 2.9％ 22 0.9％ 

その他の受入手数料 581 16.3％ 475 17.9％ 

 （内、有料情報サービス） 110 3.1％ 100 3.8％ 

 （内、投資信託代行手数料） 90 2.5％ 86 3.2％ 

 （内、外国為替保証金取引） 288 8.1％ 225 8.5％ 

    受入手数料合計 3,570 100.0％ 2,652 100.0％ 

決算期 
平成20年３月期 

第２四半期会計期間 

平成21年３月期 

第２四半期会計期間 

金融収益（百万円） 1,994 1,515 

金融費用（百万円） 398 440 

金融収支（百万円） 1,596 1,074 

金融収支率（％） 500.7 343.9 

純営業収益（百万円） 5,165 3,726 

純営業収益に占める金融収支比率（％） 30.9 28.8 

信用取引買建玉残高（百万円） 138,872 81,599 

三市場信用取引買建玉残高（億円） 33,988 18,154 
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 （注）システム関連費は、オンライン専業証券のインフラ面を構成する、不動産関係費、事務費及び減価償却費の合

算値としています。 

  

④ 営業外損益 

営業外収益は、投資事業有限責任組合の決算利益等により6百万円（前年同期比83.2％減）、営業外費用は過誤訂正

にかかる損失29百万円、投資事業有限責任組合の決算損失78百万円を計上する等により111百万円（前年同期比

150.1％増）となり、差引で105百万円の損失（前年同期は５百万円の損失）となりました。 

  

⑤ 特別損益 

特別利益として投資有価証券売却益64百万円、貸倒引当金戻入額４百万円を計上し、68百万円の利益となりました。

  

 以上の結果、当第２四半期会計期間の業績は、営業収益4,166百万円（前年同期比25.1％減）、営業利益1,489百万

円（前年同期比42.2％減）、経常利益1,384百万円（前年同期比46.2％減）、税引前四半期純利益1,452百万円（前年

同期比46.3％減）、四半期純利益835百万円（前年同期比48.0％減）となりました。 

 四半期純利益ならびに自己資本四半期純利益率（ＲＯＥ）の前年同期比較は下表のとおりです。 

 当第２四半期会計期間の自己資本四半期純利益率（ＲＯＥ）は9.0％となり、当社が目標としている20％を下回り

ましたが、収益増強や経営効率・資本効率の改善を通じて、20％以上を目指してまいります。 

 また、配当性向30％程度の配当を経営目標に置き、内部留保とのバランスを考慮に入れながら利益配分を行ってま

いります。なお、資本効率の向上及び株主への利益還元を推進するため、平成20年10月23日開催の取締役会におい

て、当社普通株式50,000株、取得総額60億円の範囲内で自己株式を取得することを決議致しました。 

 （注）自己資本四半期純利益率（ＲＯＥ）は、年換算数値を記載しています。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、税引前四半期純利益が1,452百

万円（前年同期比46.3％減）となったことに加え、信用取引資産・負債の差引額の減少、顧客分別金信託の減少等に

よる収入があった一方で、有価証券担保貸付金の増加、有価証券担保借入金の減少、預り金の減少等により4,997百

万円の増加となり、当第２四半期会計期間末の資金残高は47,093百万円となりました。 

 当社は、株式売買の媒介及び取次業務を中心としたブロカレッジ業務に特化しており、基本的に買掛金や売掛金、

トレーディング商品等の増減による営業活動上のキャッシュ・フローは発生しません。 

 当第２四半期会計期間末現在、個別銀行からの融資枠としての当座貸越枠と、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をアレ

ンジャーとするコミットメント・ライン契約とを合わせ総額680億円の借入枠を確保しておりますので、当社の業務

特性を勘案すると充分な現金及び現金同等物を確保し、財務状態には問題がないものと判断しております。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における営業活動による資金の増加は17,666百万円（前年同期は33,099百万円の増加）とな

りました。これは主に、信用取引資産・負債の差引額の減少33,583百万円、顧客分別金信託の減少9,633百万円によ

る収入があった一方で、有価証券担保貸付金の増加9,612百万円、有価証券担保借入金の減少9,210百万円、預り金の

減少9,003百万円による支出があったこと等によるものです。 

決算期 
平成20年３月期 

第２四半期会計期間 

平成21年３月期 

第２四半期会計期間 

委託手数料（百万円） 2,886 2,153 

販売費・一般管理費（百万円） 2,587 2,236 

（注）うち、システム関連費（百万円） 881 920 

委託手数料／販売費・一般管理費率（％） 111.6 96.3 

委託手数料／システム関連費率（％） 327.6 233.8 

決算期 
平成20年３月期 

第２四半期会計期間 

平成21年３月期 

第２四半期会計期間 

四半期純利益（百万円） 1,605 835 

期末純資産額（百万円） 37,069 37,633 

自己資本四半期純利益率（ＲＯＥ）（％）

（注） 
17.4 9.0 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における投資活動による資金の減少は、186百万円（前年同期は285百万円の増加）となりま

した。これは、投資有価証券の売却による収入163百万円があった一方で、投資事業有限責任組合への出資250百万

円、ソフトウェアの取得114百万円による支出があったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における財務活動による資金の増加は4,997百万円（前年同期は7,256百万円の減少）となり

ました。これは主に短期借入金の増加5,000百万円によるものです。 

  

  

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

（4）研究開発活動 

 該当事項はありません。 
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第３【設備の状況】 
(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期会計期間において、前四半期末会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあ

りません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

（1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（2）【新株予約権等の状況】 

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

① 平成15年11月27日臨時株主総会決議に基づく平成15年12月１日取締役会決議 

 （注）１．本新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により各付与対象者の権利行使

株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数はこれを切り捨てる。 

調整後権利行使株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、本新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）は次の算式により各付与対象者

の権利行使株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数はこれを切り捨てる。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 3,330,000 

計 3,330,000 

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成20年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成20年11月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 975,687 975,687 
東京証券取引所 

市場第一部 
－ 

計 975,687 975,687 － － 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成20年９月30日） 

新株予約権の数（個） 87 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 783 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 15,000 

新株予約権の行使期間 
平成18年１月１日から 

平成22年12月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  15,000 

資本組入額  7,500 

新株予約権の行使の条件 
当社と対象使用人との間で締結する新株予約権付与契約

書に定められる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要する。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後権利行使株式数＝ 
調整前権利行使株式数×調整前権利行使価額

調整後権利行使価額 
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２．本新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り捨てる。 

また、本新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処

分を行う場合（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）は、次の算式により、払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り捨てる。 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とする。また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処

分する自己株式数」に、「１株当たり発行価額」を「１株当たり譲渡価額」と、それぞれ読み替えるものと

する。「時価」とは、当社の普通株式の市場価格（市場価格がない場合にはその他の適切な方法）をもと

に、当社取締役会が決議して定める合理的な方法に基づき算定するものとし、当該時価が調整前払込金額を

下回る場合は、「時価」は調整前払込金額とする。 

上記のほか、本新株予約権発行後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらに準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議をもって合理的に

払込金額を調整するものとする。また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新

株予約権にかかる義務を完全親会社に承継させ、払込金額その他の内容の調整を行う必要がある場合には、

当社は取締役会の決議によりその内容について合理的な調整を行うものとする。 

② 平成15年11月27日臨時株主総会決議に基づく平成16年３月30日取締役会決議 

 （注）１．本新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により各付与対象者の権利行使

株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数はこれを切り捨てる。 

調整後権利行使株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、本新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）は次の算式により各付与対象者

の権利行使株式数を調整し、調整により生ずる１株未満の端数はこれを切り捨てる。 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり発行価額

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成20年９月30日） 

新株予約権の数（個） 44 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 396 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 22,366 

新株予約権の行使期間 
平成18年５月１日から 

平成22年12月31日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  22,366 

資本組入額 11,183 

新株予約権の行使の条件 
当社と対象使用人との間で締結する新株予約権付与契約

書に定められる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要する。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後権利行使株式数＝ 
調整前権利行使株式数×調整前権利行使価額

調整後権利行使価額 
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２．本新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り捨てる。 

また、本新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処

分を行う場合（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）は、次の算式により、払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り捨てる。 

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とする。また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処

分する自己株式数」に、「１株当たり発行価額」を「１株当たり譲渡価額」と、それぞれ読み替えるものと

する。「時価」とは、当社の普通株式の市場価格（市場価格がない場合にはその他の適切な方法）をもと

に、当社取締役会が決議して定める合理的な方法に基づき算定するものとし、当該時価が調整前払込金額を

下回る場合は、「時価」は調整前払込金額とする。 

上記のほか、本新株予約権発行後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場

合、その他これらに準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議をもって合理的に

払込金額を調整するものとする。また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、本新

株予約権にかかる義務を完全親会社に承継させ、払込金額その他の内容の調整を行う必要がある場合には、

当社は取締役会の決議によりその内容について合理的な調整を行うものとする。 

③ 平成17年６月25日定時株主総会決議に基づく平成18年３月29日取締役会決議 

 （注）１．本新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整

する。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式

の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数についてはこれを切り捨てる。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割

もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり発行価額

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成20年９月30日） 

新株予約権の数（個） 1,126 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,378 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 327,022 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から 

平成24年６月30日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  327,022 

資本組入額 163,511 

新株予約権の行使の条件 
当社と対象使用人との間で締結する新株予約権付与契約

書に定められる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要する。 

代用払込みに関する事項  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  － 
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２．本新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

の結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

また、本新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式を発行する場合又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く）には、次の算式により行使価額を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は切り上げる。 

なお、上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総

数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「１株

当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ

読み替えるものとする。 

上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、又は当社が新

設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。 

（3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（5）【大株主の状況】 

 （注）上記のほか、自己株式が26,297.45株あります。 

調整後行使価格＝調整前行使価格× 
１ 

分割・併合の比率

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価格＝調整前行使価格× 
新株式発行前の時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増減
額（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成20年７月１日～ 

平成20年９月30日 
－ 975,687 － 7,196 － 11,913 

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７―１ 390,588.95 40.03 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目４―１ 103,187.90 10.57 

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２丁目５―１ 31,770.00 3.25 

伊藤忠ファイナンス株式会社 東京都港区北青山２丁目５―１ 22,112.00 2.26 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８―11 20,407.00 2.09 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口４Ｇ） 
東京都中央区晴海１丁目８―11 16,396.00 1.68 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信

託口） 
東京都港区浜松町２丁目11―３ 14,480.00 1.48 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９―１ 12,883.00 1.32 

東短ホールディングス株式会社 
東京都中央区日本橋室町４丁目５―

１ 
11,307.00 1.15 

モルガンホワイトフライヤーズエキュイティ

ディリヴェイティヴ 

（常任代理人株式会社みずほコーポレート銀

行兜町証券決済業務室）  

902 MARKET STREET, WILMINGTON,  

DELAWARE DE 19801 USA 

（東京都中央区日本橋兜町６－７）  

11,031.00 1.13 

計 － 634,162.85 64.99 
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（6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が６株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権に係る議決権の数６個が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  26,297 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 949,387 949,387 － 

端株 普通株式    3 － － 

発行済株式総数 975,687 － － 

総株主の議決権 － 949,387 － 

平成20年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

カブドットコム証

券株式会社 

東京都中央区新川

１丁目28番25号 
26,297 － 26,297 2.6 

計 － 26,297 － 26,297 2.6 

月別 
平成20年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 151,000 153,000 153,000 127,000 115,200 99,800 

低（円） 116,000 137,000 125,000 105,000 97,400 72,400 
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４【業務の状況】 

（1）顧客開設口座数 

 当第２四半期会計期間末における顧客開設口座数は、次のとおりであります。 

（2）有価証券の売買の状況 

 当第２四半期会計期間における有価証券の売買の状況は、次のとおりであります。 

① 株券 

 （注） 投資証券、優先出資証券を含んでおります。 

② 受益証券 

（3）有価証券の引受け、売出し、募集及び売出しの取扱い業務の状況 

 当第２四半期会計期間における、有価証券の引受け等の状況は、次のとおりであります。 

① 株券 

  
当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

証券口座数（口座） 639,832 

（うち信用取引口座数）（口座） 62,168 

  
当第２四半期会計期間 

 （自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日） 

受 託 

現物取引（百万円） 770,914 

信用取引（百万円） 1,583,098 

合計（百万円） 2,354,013 

自 己 

現物取引（百万円） － 

信用取引（百万円） － 

合計（百万円） － 

合 計 

現物取引（百万円） 770,914 

信用取引（百万円） 1,583,098 

合計（百万円） 2,354,013 

  
当第２四半期会計期間 

  （自 平成20年７月１日 
  至 平成20年９月30日） 

受 託（百万円） 35,866 

自 己（百万円） 3,776 

合 計（百万円） 39,643 

  
当第２四半期会計期間 

（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

   引受高（百万円） － 

   売出高（百万円） － 

   募集の取扱高（百万円） 47 

   売出しの取扱高（百万円） － 
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② 受益証券 

（4）有価証券の保護預り業務の状況 

 当第２四半期会計期間における、有価証券の保護預り数量等は、次のとおりであります。 

 （注） 投資証券及び優先出資証券は、１口を１株として株券に含めております。 

（5）投資信託の収益金、償還金、又は解約金の支払にかかる業務の状況 

 当第２四半期会計期間における、投資信託の収益金等の支払の取扱状況は、次のとおりであります。 

（6）信用取引に係る融資及び貸証券 

 当第２四半期会計期間末における信用取引に係る業務の状況は、次のとおりであります。 

 （注） 上場投資信託受益証券は、１口を１株として含めております。 

  
当第２四半期会計期間 

（自 平成20年７月１日  
  至 平成20年９月30日） 

   引受高（百万円） － 

   売出高（百万円） － 

   募集の取扱高（百万円） 10,714 

   売出しの取扱高（百万円） － 

 
当第２四半期会計期間末 
  （平成20年９月30日） 

内国有価証券 

株券（千株） 1,314,178 

債券（百万円） － 

受益証券（百万口） 92,875 

その他（カバードワラント） 

（百万ワラント） 
－ 

外国有価証券 

株券（千株） 465 

債券（百万円） － 

受益証券（百万口） 1 

その他（カバードワラント） 

（百万ワラント） 
308 

 
 当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日  
至 平成20年９月30日） 

投資信託の収益金、償還金又は解約金の支払 

（百万円） 
6,853 

  
当第２四半期会計期間末 

 （平成20年９月30日現在） 

顧客の委託に基づいて行った融資額 （百万円） 81,599 

上記により顧客が買付けている証券の

数量 
（千株） 113,942 

顧客の委託に基づいて行った貸証券の

数量 
（千株） 25,941 

上記により顧客が売付けている代金 （百万円） 20,140 
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（7）自己資本規制比率 

 当第２四半期会計期間末における自己資本規制比率は、次のとおりであります。 

 （注） 上記は金融商品取引法第46条の６の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより、

決算数値をもとに算出したものであります。 

     
当第２四半期会計期間末 

（平成20年９月30日現在） 
（百万円） 

基本的項目 資本合計 (A) 37,333 

補完的項目 

金融商品取引責任準備金  1,434 

評価差額金  300 

計 (B) 1,735 

控除資産   (C) 6,791 

控除後自己資本   (D) 32,276 

リスク相当額 

市場リスク相当額  139 

取引先リスク相当額  2,928 

基礎的リスク相当額  2,332 

計 (E) 5,400 

自己資本規制比率 (D) ÷ (E) × 100  597.6％ 
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第５【経理の状況】 

１．四半期財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）並びに同規則第54条及び第73条の規定に基づき「金融商品取引業等に

関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年日本証券

業協会自主規制規則）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 47,093 47,962

預託金 212,746 213,267

トレーディング商品 1 1

信用取引資産 90,233 104,735

信用取引貸付金 81,599 95,918

信用取引借証券担保金 8,634 8,816

有価証券担保貸付金 9,612 －

立替金 187 270

募集等払込金 257 200

短期差入保証金 19,930 19,707

前払費用 324 91

未収収益 1,513 1,451

繰延税金資産 95 141

その他の流動資産 734 461

貸倒引当金 － △0

流動資産計 382,731 388,290

固定資産   

有形固定資産 ※1  252 ※1  185

無形固定資産 1,878 1,906

投資その他の資産 5,343 5,344

投資有価証券 2,874 2,918

長期差入保証金 309 231

繰延税金資産 1,037 1,114

その他 1,772 1,745

貸倒引当金 △649 △665

固定資産計 7,474 7,436

資産合計 390,205 395,726

負債の部   

流動負債   

信用取引負債 57,083 64,369

信用取引借入金 36,943 43,855

信用取引貸証券受入金 20,140 20,514

有価証券担保借入金 14,489 16,498

預り金 125,467 127,886

受入保証金 119,730 112,923

短期借入金 7,000 7,000

関係会社短期借入金 5,000 5,000

未払金 182 191

未払費用 628 556

未払法人税等 1,368 2,015

役員賞与引当金 22 －

その他の流動負債 98 －

流動負債計 331,070 336,441

2008/11/11 9:23:0808507826_カブドットコム証券株式会社_第２四半期報告書



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 17,500 17,500

関係会社長期借入金 2,500 2,500

その他の固定負債 67 －

固定負債計 20,067 20,000

特別法上の準備金   

証券取引責任準備金 － 1,870

金融商品取引責任準備金 1,434 －

特別法上の準備金計 1,434 1,870

負債合計 352,572 358,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,196 7,196

資本剰余金 11,913 11,913

資本準備金 11,913 11,913

利益剰余金 21,464 21,284

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 21,464 21,284

自己株式 △3,242 △3,256

株主資本合計 37,333 37,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 300 276

評価・換算差額等合計 300 276

純資産合計 37,633 37,414

負債・純資産合計 390,205 395,726
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（２）【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益  

受入手数料 5,708

委託手数料 4,701

募集・売出しの取扱手数料 63

その他の受入手数料 942

トレーディング損益 △0

金融収益 2,999

営業収益計 8,706

金融費用 838

純営業収益 7,868

販売費・一般管理費  

取引関係費 2,004

人件費 477

不動産関係費 1,040

事務費 419

減価償却費 321

租税公課 65

貸倒引当金繰入額 161

その他 68

販売費・一般管理費計 4,558

営業利益 3,310

営業外収益 ※1  66

営業外費用 ※2  126

経常利益 3,250

特別利益  

金融商品取引責任準備金戻入 435

貸倒引当金戻入額 6

投資有価証券売却益 64

特別利益計 506

特別損失  

投資有価証券評価損 217

特別損失計 217

税引前四半期純利益 3,539

法人税、住民税及び事業税 1,341

法人税等調整額 107

法人税等合計 1,448

四半期純利益 2,091
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【第２四半期会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収益  

受入手数料 2,652

委託手数料 2,153

募集・売出しの取扱手数料 22

その他の受入手数料 475

トレーディング損益 △0

金融収益 1,515

営業収益計 4,166

金融費用 440

純営業収益 3,726

販売費・一般管理費  

取引関係費 1,006

人件費 225

不動産関係費 525

事務費 232

減価償却費 162

租税公課 36

貸倒引当金繰入額 12

その他 34

販売費・一般管理費計 2,236

営業利益 1,489

営業外収益 6

営業外費用 ※1  111

経常利益 1,384

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4

投資有価証券売却益 64

特別利益計 68

税引前四半期純利益 1,452

法人税、住民税及び事業税 736

法人税等調整額 △119

法人税等合計 617

四半期純利益 835
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 3,539

減価償却費 321

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △435

受取利息及び受取配当金 △3,054

支払利息 832

投資有価証券評価損益（△は益） 217

投資有価証券売却損益（△は益） △64

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 614

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 7,216

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） △9,612

募集等払込金の増減額（△は増加） △56

前払費用の増減額（△は増加） △232

未収収益の増減額（△は増加） △3

短期差入保証金の増減額（△は増加） △223

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △2,009

受入保証金の増減額（△は減少） 6,806

立替金の増減額（△は増加） 83

預り金の増減額（△は減少） △2,419

未払費用の増減額（△は減少） 47

未払金の増減額（△は減少） △103

その他 △217

小計 1,229

利息及び配当金の受取額 2,885

利息の支払額 △808

法人税等の支払額 △1,984

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,322

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △0

無形固定資産の取得による支出 △180

投資有価証券の取得による支出 △290

投資有価証券の売却による収入 163

投資事業有限責任組合からの分配による収入 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △292

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の処分による収入 2

配当金の支払額 △1,898

リース債務の返済による支出 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △868

現金及び現金同等物の期首残高 47,962

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  47,093
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【簡便な会計処理】 

    該当事項はありません。 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】 

    該当事項はありません。 

【追加情報】 

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

１．会計処理基準に関する事

項の変更 

リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」（企業会

計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））が平成20年４月１日以後開始する

事業年度に係る四半期財務諸表から適用す

ることができることになったことに伴い、

第１四半期会計期間からこれらの会計基準

等を適用し、通常の売買取引に係る会計処

理によっております。また、所有権移転外

ファイナンス・リース取引に係るリース資

産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。 

 これによる、当第２四半期累計期間の営

業利益、経常利益及び税引前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基

準適用初年度開始前の所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理を適用しております。  

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

 （金融商品取引責任準備金） 

 金融商品取引法の施行に伴い、平成20年４月１日以後開

始する事業年度より、金融商品取引責任準備金の繰入額に

係る計算方法が変更となっております。この影響により、

当第２四半期累計期間の税引前四半期純利益は27百万円減

少しております。 

 なお、従来、特別法上の準備金に計上していた「証券取

引責任準備金」は、第１四半期会計期間末より「金融商品

取引責任準備金」に科目名を変更しております。 
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【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係） 

（四半期損益計算書関係） 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、120百万円であ

ります。 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、100百万円であ

ります。 

  

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

※１ 営業外収益の内訳 

  

  

配当金 55百万円

その他 11  

計 66  

※２ 営業外費用の内訳 

  

  

過誤訂正に係る差損金 37百万円

投資事業組合運用損失 78  

その他 9  

計 126  

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

※１ 営業外費用の内訳 

  

  

過誤訂正に係る差損金 29百万円

投資事業組合運用損失 78  

その他 3  

計 111  

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の当第２四半期累計期間末残高

と当第２四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成20年９月30日現在） 

  （百万円） 

現金・預金勘定 47,093

現金及び現金同等物 47,093
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（株主資本等関係） 

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20

年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式 975,687株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式 26,297株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

配当金支払額 

  

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年５月21日 

取締役会 
普通株式 1,898 2,000 平成20年３月31日 平成20年６月９日 利益剰余金 
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（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

（重要な後発事象） 

２【その他】 

  該当事項はありません。 

当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 39,639.59 円 １株当たり純資産額 39,414.18 円

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 2,202.68 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
2,200.24 円

１株当たり四半期純利益金額 879.94 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
879.04 円

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円） 2,091 835 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 2,091 835 

期中平均株式数（株） 949,336 949,390 

      

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（株） 1,053 969 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要 

－ － 

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

 当社は、経営環境の変化に対応して機動的な資本政策遂

行を可能にし、資本効率の向上及び株主への利益還元を推

進するため、平成20年10月23日開催の取締役会において、

平成20年10月24日から平成20年12月30日にかけて、当社普

通株式50,000株、取得総額60億円の範囲内で自己株式を取

得することを決議しております。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年11月４日

カブドットコム証券株式会社 

取締役会 御中 

監査法人トーマツ 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 御子柴  顯  ㊞ 

 
指定社員
業務執行社員  

公認会計士 美久羅 和美  ㊞ 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているカブドットコム

証券株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第10期事業年度の第２四半期会計期間（平成20年７月１日

から平成20年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期財務

諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、カブドットコム証券株式会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状

況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注） １．上記は、レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書

提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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