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 （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。 

  

  

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】

回次 
第10期

前第２四半期 
累計期間 

第11期
当第２四半期 
累計期間 

第10期
前第２四半期 
会計期間 

第11期 
当第２四半期 
会計期間 

第10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21年
４月１日 

至平成21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21年 
７月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成20年
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

営業収益 （百万円）  8,706  8,131  4,166  3,834  16,743

純営業収益 （百万円）  7,868  7,280  3,726  3,486  14,988

経常利益 （百万円）  3,250  2,812  1,384  1,276  5,996

四半期（当期）純利益 （百万円）  2,091  1,808  835  751  3,643

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  7,196

発行済株式総数 （株） － －  975,687  975,687  975,687

純資産額 （百万円） － －  37,633  34,559  33,761

総資産額 （百万円） － －  390,205  385,423  344,100

１株当たり純資産額 （円） － －  39,639.59  38,396.02  37,512.05

１株当たり四半期（当

期）純利益金額 
（円）  2,202.68  2,009.41  879.94  834.54  3,908.34

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  2,008.39  879.04  834.12  3,904.28

１株当たり配当額 （円）  －  －  －  －  1,300

自己資本比率 （％） － －  9.6  9.0  9.8

自己資本規制比率 （％）  －  －  596.1  573.4  623.3

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  1,322  △822 － －  21,693

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △292  △541 － －  △495

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △1,898  4,776 － －  △18,455

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高 
（百万円） － －  47,093  54,117  50,704

従業員数 （人） － －  81  96  93
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 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。 

 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。 

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。

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年９月30日現在

従業員数（人）  96  (11)
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 当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 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。 

 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、期末にかけて低迷したものの、概ね堅調に推移しました。 

 日経平均株価は、期初は9,800円台から始まり、一時下落傾向となったものの、その後反発し再び年初来高値を更

新するなど堅調な推移となりました。８月末の衆議院選挙において歴史的な与野党逆転で政権交代が実現しました

が、新政権の方向性の見極め等から、９月下旬にかけて様子見気分が高まり、東証１部売買代金が１兆円割れ目前と

なるなど、市況が低迷しました。 

 当第２四半期会計期間における、個人投資家の動向を示す三市場合計の１日当たり個人株式売買代金は6,215億円

と、前年同期の6,224億円からは0.1％減少、前四半期の7,450億円からは16.6％減少しました。また当第２四半期末

における三市場信用取引買建玉残高につきましては１兆6,344億円と、前年同期末の１兆8,154億円から10.0％減少し

たものの、前四半期末の１兆5,096億円からは8.3％増加しました。 

 このような環境の下、当社におきましては、当第２四半期末時点の証券口座数は682,289口座（前四半期末674,659

口座）、信用口座数は68,941口座（前四半期末67,516口座）と増加しました。預り資産残高は１兆585億円（前四半

期末１兆629億円）と減少しました。 

 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。 

 ・外国為替保証金取引（FX）の固定スプレッドを縮小（８月）  

 ・信用取引手数料無料の対象拡大（８月、９月） 

 ・「ケータイするGoogle™」向け取引サイトオープン（８月） 

 ・主要ネット証券初、「Twitter（ツイッター）」（「カブついったー」）による投資情報等配信開始（９月） 

 ・日本格付研究所の長期格付けA+維持（９月） 

 ・リアルタイム株価自動更新サービス「カブボードフラッシュ」をリニューアル（９月） 

 ・NTTドコモ「iコンシェル」向けに経済スケジュール情報を無料配信開始（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、2,160百万円（前年同期比0.3％増加、前四半期比14.3％減少）となりまし

た。このうち、株式委託手数料は1,756百万円（前年同期比10.0％増加、前四半期比18.2％減少）、株価指数先物取

引及びオプション取引の委託手数料は389百万円（前年同期比24.3％減少、前四半期比10.7％増加）となっておりま

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] 

 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20百万円（前年同期比12.3％減少、前四半期比31.7％

減少）となりました。このうち、投資信託の販売において19百万円（前年同期比7.0％減少、前四半期比32.6％減

少）となっております。 

［その他の受入手数料］ 

 その他の受入手数料は420百万円（前年同期比11.6％減少、前四半期比4.2％減少）となりました。このうち、外国

為替保証金取引の受入手数料200百万円（前年同期比11.2％減少、前四半期比2.6％減少）、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87百万円（前年同期比13.0％減少、前四半期比3.7％減

少）、投資信託の代行手数料81百万円（前年同期比5.3％減少、前四半期比18.0％増加）となっております。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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 科目別の手数料の推移を示すと次表のとおりです。 

 当第２四半期会計期間においては、個人市場が低迷したこと及び手数料率が低下したことに伴い、株式委託手数料

は前四半期比で減少しました。一方で、先物・オプション取引は前四半期比堅調に推移しました。 

 当第２四半期会計期間の個人委託市場（三市場＋JASDAQ）における当社シェアは6.1％と前四半期比で上昇しまし

たが、引き続き株式シェアの拡大は重要な経営課題の一つであると認識しています。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ります。 

  

② 金融収支 

 当第２四半期会計期間の金融収益は1,234百万円（前年同期比18.5％減少、前四半期比5.7％減少）、金融費用は

348百万円（前年同期比20.9％減少、前四半期比30.7％減少）となり、差引の金融収支は885百万円（前年同期比

17.6％減少、前四半期比9.9％増加）となりました。 

 三市場における信用取引買建玉残高が１兆6,344億円と、前四半期末に比べ8.3％増加したことに伴い、当社の同残

高も833億円と前四半期末比2.4％の増加となり、金融収支は前四半期比増加しました。また、貸株に係る受取配当金

及び支払配当金が減少し、金融収益及び金融費用の総額は前四半期比で減少しましたが、株式市況が低迷する中で、

信用残高は高い水準で推移したことにより、純営業収益に占める金融収支の比率は25.4％と上昇しました。 

 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建玉残高のシェアア

ップ、並びに調達コストの一層の削減や資金管理の効率化が、金融収支改善のために重要であると考えております。

（注）信用買建平残とは、信用取引買建玉の前四半期末残高と当四半期末残高を単純平均した値です。 

 決算期 
（単位：百万円） 

平成21年３月期 平成22年３月期 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 前四半期比

委託手数料  2,548  2,153  2,545  1,871  2,520  2,160 △14.3％ 

（内、株式）  2,075  1,597  1,937  1,526  2,146  1,756 △18.2％ 

                                           

 株式約定件数（件）/日   44,605  36,142  47,474  40,136  52,475  42,811 △18.4％ 

 株式約定金額（百万円）/日  50,899  37,875  37,872  31,520  45,258  38,818 △14.2％ 

 個人委託市場（三市場＋ 

 JASDAQ）当社シェア（％）  
 5.9  6.1  5.6  6.1  6.0  6.1 － 

 １約定当たり約定金額（千円）   1,141  1,047  797  785  862  907 ＋5.1％ 

 手数料率（bp）   6.6  6.7  8.4  8.2  7.8  7.3 △6.1％ 

                                           

（内、先物・オプション）  430  515  568  320  351  389 ＋10.7％ 

（内、その他）  42  41  40  23  22  13 △37.2％ 

募集・売出し・特定投資家向け

売付け勧誘等の取扱手数料 
 40  22  20  16  29  20 △31.7％ 

その他の受入手数料  467  475  600  468  438  420 △4.2％ 

（内、有料情報サービス）  102  100  94  94  90  87 △3.7％ 

（内、投資信託代行手数料）  88  86  57  54  69  81 ＋18.0％ 

（内、外国為替保証金取引）  201  225  363  273  205  200 △2.6％ 

受入手数料合計  3,056  2,652  3,166  2,356  2,988  2,600 △13.0％ 

決算期  
平成21年３月期 平成22年３月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 前四半期比

金融収益（百万円）  1,483  1,515  1,367  1,146  1,308  1,234 △5.7％ 

金融費用（百万円）  397  440  535  381  502  348 △30.7％ 

金融収支（百万円）  1,086  1,074  832  764  805  885 ＋9.9％ 

金融収支率（％）  373.1  343.9  255.6  300.3  260.3  354.2 － 

純営業収益（百万円）  4,142  3,726  3,998  3,121  3,794  3,486 △8.1％ 

純営業収益に占める金融収支 

比率（％） 
 26.2  28.8  20.8  24.5  21.2  25.4 － 

信用取引買建玉残高（億円）  1,090  815  548  518  813  833 ＋2.4％ 

三市場信用取引買建玉残高（億円）  22,065  18,154  10,084  8,987  15,096  16,344 ＋8.3％ 

信用取引買建玉残高シェア（％）   4.9  4.5  5.4  5.8  5.4  5.1 － 

金融収支/信用買建平残比率

（％）（注）  
 1.06  1.13  1.22  1.43  1.21  1.08 － 
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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、2,180百万円（前年同期比2.5％減少、前四半期比3.1％減少）と

なりました。主な内訳は、取引関係費936百万円（前年同期比7.0％減少、前四半期比0.1％増加）、人件費251百万円

（前年同期比11.4％増加、前四半期比5.2％増加）、不動産関係費497百万円（前年同期比5.4％減少、前四半期比

6.8％増加）、事務費194百万円（前年同期比16.2％減少、前四半期比11.2％減少）、減価償却費215百万円（前年同

期比32.2％増加、前四半期比1.2％減少）です。 

 前年同期と比較すると、オフィス移転等に伴う資産取得による減価償却費の増加及びシステム監査に係る人件費の

増加等があった一方、情報料・システム保守費用の削減及び事務委託費の減少があったこと等により、販売費・一般

管理費は減少しました。 

 また前四半期と比較すると、オフィス移転に伴う不動産費の増加等があった一方、貸倒引当金繰入額や一時費用が

減少したこと等により、販売費・一般管理費は減少しました。  

 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99.1％、「委託手数料／システム関連費

率」は238.1％となり、それぞれ前年同期の96.3％、233.8％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。  

 （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、特定金外信託のポートフォリオ見直しに伴う収益63百万円等により89百万円、営業外費用は投資事

業有限責任組合の決算損失103百万円等により119百万円を計上し、差引で29百万円の損失となりました。 

  

⑤ 特別損益 

 特別利益として、貸倒引当金戻入額２百万円を計上しました。特別損失の発生はありませんでした。 

  

 以上の結果、当第２四半期会計期間の業績は、営業収益3,834百万円（前年同期比8.0％減少、前四半期比10.7％減

少）、純営業収益3,486百万円（前年同期比6.4％減少、前四半期比8.1％減少）、営業利益1,306百万円（前年同期比

12.3％減少、前四半期比15.4％減少）、経常利益1,276百万円（前年同期比7.8％減少、前四半期比16.9％減少）、税

引前四半期純利益1,278百万円（前年同期比12.0％減少、前四半期比28.4％減少）、四半期純利益751百万円（前年同

期比10.1％減少、前四半期比29.0％減少）となりました。 

  

 四半期純利益並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）（年換算）は8.8％（当第２四半期累計期間の同数値

は10.6％）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％以上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。 

 （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。 

決算期 
平成21年３月期 平成22年３月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 前四半期比

委託手数料（百万円）  2,548  2,153  2,545  1,871  2,520  2,160 △14.3％ 

販売費・一般管理費（百万円）  2,321  2,236  2,280  2,125  2,250  2,180 △3.1％

（内、システム関連費（注））

（百万円） 
 860  920  899  913  902  907 ＋0.5％ 

委託手数料／販売費・一般管理

費率（％） 
 109.8  96.3  111.6  88.1  112.0  99.1 － 

委託手数料／システム関連費率

（％） 
 296.2  233.8  283.0  204.9  279.1  238.1 － 

決算期
平成21年３月期

第２四半期会計期間 
平成22年３月期 

第２四半期会計期間 

四半期純利益（百万円）  835  751

期末純資産額（百万円）  37,633  34,559

自己資本四半期純利益率（ＲＯＥ）（％）（注）  9.0  8.8
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（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1,278百

万円（前年同期比12.0％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、有価証券担保借入金の増加

等による収入があった一方で、顧客分別金信託の増加、短期差入保証金の増加等による支出があり、差引で21,845百

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54,117百万円となりました。 

 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620億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資金を確保し、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21,081百万円（前年同期は17,666百万円の増加）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13,984百万円、有価証券担保借入金の増加5,262百万円

による収入があった一方で、顧客分別金信託の増加2,227百万円、短期差入保証金の増加862百万円による支出があっ

たこと等によるものです。 

  

（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、204百万円（前年同期は186百万円の減少）となりま

した。これは、有形固定資産の取得30百万円、無形固定資産の取得174百万円による支出があったことによるもので

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968百万円（前年同期は4,997百万円の増加）となりま

した。これは主に短期借入金の増加1,000百万円によるものです。 

  

  

（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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(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。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

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。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

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21年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月11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 

当社は単元株制

度は採用してお

りません。 

計  975,687  975,687 － － 

（2）【新株予約権等の状況】

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成21年９月30日） 

新株予約権の数（個）  42

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）  378

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21年９月30日） 

新株予約権の数（個）  12

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）  108

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21年９月30日） 

新株予約権の数（個）  1,067

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）  3,201

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。 

 該当事項はありません。 

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 

（3）【ライツプランの内容】

（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

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21年７月１日～ 

平成21年９月30日 
 －  975,687  －  7,196  －  11,913

2009/11/09 18:06:4909590917_第２四半期報告書_20091109180616



 （注）上記のほか、自己株式が75,607株あります。 

  

①【発行済株式】 

  

（5）【大株主の状況】

  平成21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  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  10.57

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  31,456  3.22

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  25,005  2.56

チェースマンハッタンバンクジーティーエス

クライアンツアカウントエスクロウ 

（常任代理人株式会社みずほコーポレート銀

行決済営業部）  

5TH FLOOR,TRINITY TOWER 9,THOMAS 

MORE STREET LONDON,E1W 1YT,UNITED 

KINGDOM 

（東京都中央区月島４丁目16-13） 

 22,096  2.26

ステートストリートバンクアンドトラストカ

ンパニー 

（常任代理人香港上海銀行東京支店）  

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS  

02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋３丁目11-１） 

 14,154  1.45

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４-10  11,307  1.15

資産管理サービス信託銀行株式会社（年金特

金口）  
 東京都中央区晴海１丁目８-12   10,164  1.04

マイクロソフト株式会社 東京都渋谷区代々木２丁目２-１  8,642  0.88

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニ

ーレギュラーアカウント 

（常任代理人ゴールドマン・サックス証券株

式会社）  

 85 BROAD STREET NEW YORK,NY,USA 

（東京都港区六本木６丁目10-１） 
 8,173  0.83

計 －  624,772  64.03

（6）【議決権の状況】

  平成21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  75,607  － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 900,080   900,080 － 

端株  －     － － 

発行済株式総数  975,687 － － 

総株主の議決権 －  900,080 － 
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②【自己株式等】 

  

【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。 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）取締役の状況 

① 退任取締役 

（注） 監査委員会 委員 磯崎 哲也 退任 

監査委員会 委員 佐藤 丈文 退任 

  

 なお、平成21年８月31日付で、取締役柳井隆博が、監査委員会委員に就任しております。 

  

(2）執行役の状況 

① 新任執行役 

（注）平成21年10月１日から平成22年３月期に係る定時株主総会終結後 初に開催される取締役会終結の時までであ

ります。 

  

  平成21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 

東京都千代田区大

手町１丁目３番２

号 

 75,607  －  75,607  7.7

計 －  75,607  －  75,607  7.7

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  112,700  116,000  130,800  131,500  116,900  116,600

低（円）  100,400  101,100  110,600  105,700  105,100  105,700

３【役員の状況】

氏名 退任年月日 

磯崎 哲也 平成21年８月31日 

佐藤 丈文 平成21年８月31日 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数 
（株） 就任年月日

代表執行

役副社長 

管理本部長 

高コンプ

ライアンス

責任者

（CCO）  

藤田 通敏 昭和31年７月15日生

昭和55年４月 株式会社三菱銀行入行 
平成11年10月 株式会社日本信託銀行

営業統括部長 

平成14年４月 株式会社東京三菱銀行

資産運用業務部信託業

務室主任調査役 

平成14年11月 同行 六本木支社長 

平成16年４月 同行 赤坂支社長 
平成18年１月 株式会社三菱東京UFJ

銀行 青山通支社長 

平成18年５月 同行 虎ノ門支社長 

平成20年５月 同行 監査部与信監査

室長 
平成21年９月 当社 顧問 

平成21年10月 当社 代表執行役副社

長（現任） 

（注）  －
平成21年 
10月１日 
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（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 

  

４【業務の状況】

  
前第２四半期会計期間末
（平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日） 

証券口座数（口座）  639,832  682,289

（うち信用取引口座数）（口座）  62,168  68,941

  
前第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） 

当第２四半期会計期間
 （自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日） 

受 託 

現物取引（百万円）  770,914  834,269

信用取引（百万円）  1,583,098  1,527,273

合計（百万円）  2,354,013  2,361,543

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  834,269

信用取引（百万円）  1,583,098  1,527,273

合計（百万円）  2,354,013  2,361,543

  
前第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） 

当第２四半期会計期間
  （自 平成21年７月１日 
  至 平成21年９月30日） 

受 託（百万円）  35,866  48,886

自 己（百万円）  3,776  3,713

合 計（百万円）  39,643  52,599
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（3）有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取

扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況 

  当第２四半期会計期間における、有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証

券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況は、次のとおりでありま

す。 

① 株券 

  

② 受益証券 

  

  
前第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） 

当第２四半期会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

   引受高（百万円）  －  －

   売出高（百万円）  －  －

   特定投資家向け売付け勧誘等の総

額（百万円） 
 －  －

   募集の取扱高（百万円）  47  8

   売出しの取扱高（百万円）  －  －

   私募の取扱高（百万円）  －  －

   特定投資家向け売付け勧誘等の取

扱（百万円） 
 －  －

  
前第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） 

当第２四半期会計期間
（自 平成21年７月１日  
  至 平成21年９月30日） 

   引受高（百万円）  －  －

   売出高（百万円）  －  －

   特定投資家向け売付け勧誘等の総

額（百万円） 
 －  －

   募集の取扱高（百万円）  10,714  12,003

   売出しの取扱高（百万円）  －  －

   私募の取扱高（百万円）  －  －

   特定投資家向け売付け勧誘等の取

扱（百万円） 
 －  －
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  （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。 

  

  
前第２四半期会計期間末
  （平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間末
  （平成21年９月30日） 

内国有価証券 

株券（千株）  1,314,178  1,430,497

債券（百万円）  －  －

受益証券（百万口）  92,875  124,379

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  2,200

債券（百万円）  －  －

受益証券（百万口）  1  1

その他（カバードワラント） 

（百万ワラント） 
 308  134

  
前第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） 

 当第２四半期会計期間
（自 平成21年７月１日  
至 平成21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  6,728

    
前第２四半期会計期間末

（平成20年９月30日現在） 
当第２四半期会計期間末
（平成21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  83,310

上記により顧客が買付けている証券の

数量 
（千株）  113,942  166,639

顧客の委託に基づいて行った貸証券の

数量 
（千株）  25,941  31,306

上記により顧客が売付けている代金 （百万円）  20,140  21,685
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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。 

  

      
前第２四半期会計期間末

（平成20年９月30日現在） 
（百万円） 

当第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日現在） 

（百万円） 

基本的項目 資本合計 (A)  37,333  33,983

補完的項目 

金融商品取引責任準備金    1,434  1,187

評価差額金    300  575

計 (B)  1,735  1,763

控除資産   (C)  6,791  6,929

控除後自己資本   (D)  32,276  28,818

リスク相当額 

市場リスク相当額    139  109

取引先リスク相当額    2,942  2,638

基礎的リスク相当額    2,332  2,276

計 (E)  5,414  5,025

自己資本規制比率 (D) ÷ (E) × 100   ％ 596.1 ％ 573.4
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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。 

 なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等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、前第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）及び前第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

表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期財

務諸表については有限責任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。 

 なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツ

となっております。 

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。 

  

第５【経理の状況】
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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21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 54,117 50,704

預託金 212,257 199,999

信用取引資産 89,587 64,567

信用取引貸付金 83,310 51,830

信用取引借証券担保金 6,277 12,737

立替金 91 125

募集等払込金 525 229

短期差入保証金 19,643 19,470

前払費用 298 96

未収収益 1,230 1,208

その他の流動資産 188 609

流動資産計 377,940 337,012

固定資産   

有形固定資産 ※1  652 ※1  337

無形固定資産 1,875 1,810

投資その他の資産 4,954 4,940

投資有価証券 2,315 2,471

長期差入保証金 509 309

繰延税金資産 973 1,055

その他 1,940 1,844

貸倒引当金 △783 △740

固定資産計 7,482 7,088

資産合計 385,423 344,100

負債の部   

流動負債   

信用取引負債 56,577 35,988

信用取引借入金 34,892 11,236

信用取引貸証券受入金 21,685 24,751

有価証券担保借入金 21,677 17,693

預り金 122,120 119,725

受入保証金 119,728 113,208

短期借入金 7,000 1,000

前受収益 14 －

未払金 130 194

未払費用 533 610

未払法人税等 1,249 176

繰延税金負債 167 103

役員賞与引当金 27 －

その他の流動負債 127 56

流動負債計 329,354 288,757
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 321 146

固定負債計 20,321 20,146

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 1,187 1,434

特別法上の準備金計 1,187 1,434

負債合計 350,863 310,339

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 23,588 22,956

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 23,588 22,956

自己株式 △8,715 △8,722

株主資本合計 33,983 33,343

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 575 417

評価・換算差額等合計 575 417

純資産合計 34,559 33,761

負債・純資産合計 385,423 344,100
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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）

前第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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 5,708 5,589

委託手数料 4,701 4,680

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

63 49

その他の受入手数料 942 859

トレーディング損益 △0 －

金融収益 2,999 2,542

営業収益計 8,706 8,131

金融費用 838 850

純営業収益 7,868 7,280

販売費・一般管理費   

取引関係費 2,004 1,872

人件費 477 490

不動産関係費 1,040 963

事務費 419 413

減価償却費 321 433

租税公課 65 68

貸倒引当金繰入額 161 50

その他 68 138

販売費・一般管理費計 4,558 4,431

営業利益 3,310 2,849

営業外収益 ※1  66 ※1  127

営業外費用 ※2  126 ※2  164

経常利益 3,250 2,812

特別利益   

金融商品取引責任準備金戻入 435 247

貸倒引当金戻入額 6 5

投資有価証券売却益 64 －

特別利益計 506 252

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 3,065

法人税、住民税及び事業税 1,341 1,218

法人税等調整額 107 37

法人税等合計 1,448 1,256

四半期純利益 2,091 1,808
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【第２四半期会計期間】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 2,652 2,600

委託手数料 2,153 2,160

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料 22 20

その他の受入手数料 475 420

トレーディング損益 △0 －

金融収益 1,515 1,234

営業収益計 4,166 3,834

金融費用 440 348

純営業収益 3,726 3,486

販売費・一般管理費   

取引関係費 1,006 936

人件費 225 251

不動産関係費 525 497

事務費 232 194

減価償却費 162 215

租税公課 36 31

貸倒引当金繰入額 12 1

その他 34 51

販売費・一般管理費計 2,236 2,180

営業利益 1,489 1,306

営業外収益 6 ※1  89

営業外費用 ※2  111 ※2  119

経常利益 1,384 1,276

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4 2

投資有価証券売却益 64 －

特別利益計 68 2

税引前四半期純利益 1,452 1,278

法人税、住民税及び事業税 736 543

法人税等調整額 △119 △15

法人税等合計 617 527

四半期純利益 835 751
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第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２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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 3,065

減価償却費 321 433

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 43

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △435 △247

受取利息及び受取配当金 △3,054 △2,574

支払利息 832 847

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 △11,952

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 7,216 △4,431

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 △295

前払費用の増減額（△は増加） △232 △202

未収収益の増減額（△は増加） △3 6

短期差入保証金の増減額（△は増加） △223 △172

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △2,009 3,984

受入保証金の増減額（△は減少） 6,806 6,519

立替金の増減額（△は増加） 83 33

預り金の増減額（△は減少） △2,419 2,394

未払費用の増減額（△は減少） 47 △44

未払金の増減額（△は減少） △103 △45

その他 △217 307

小計 1,229 △2,331

利息及び配当金の受取額 2,885 2,551

利息の支払額 △808 △879

法人税等の支払額 △1,984 △162

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,322 △822

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 △264

無形固定資産の取得による支出 △180 △277

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 △541

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） － 6,000

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 1

配当金の支払額 △1,898 △1,170

リース債務の返済による支出 △2 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,898 4,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △868 3,412

現金及び現金同等物の期首残高 47,962 50,704

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  47,093 ※1  54,117
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、288百万円であ

ります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、186百万円であ

ります。 

（四半期損益計算書関係）

前第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２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 営業外収益の内訳  ※１ 営業外収益の内訳 

配当金 55百万円

その他 11  

計 66  

配当金 32百万円

有価証券売却益 63  

その他 31  

計 127  

※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  

※２ 営業外費用の内訳  

支払手数料 43百万円

投資事業組合運用損失 103  

その他 17  

計 164  

前第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） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

         ―――――――― 

  

※１ 営業外収益の内訳 

有価証券売却益 63百万円

その他 26  

計 89  

※２ 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  

※２ 営業外費用の内訳 

投資事業組合運用損失 103百万円

その他 15  

計 119  

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21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    

※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21年９月30日現在） 

  （百万円）  

現金・預金勘定 54,117    

現金及び現金同等物 54,117    
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当第２四半期会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21

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 75,607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 

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。 

  

（株主資本等関係）

（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21年５月21日 

取締役会 
普通株式  1,170  1,300 平成21年３月31日 平成21年６月15日 利益剰余金 

（１株当たり情報）

当第２四半期会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前事業年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 38,396.02 円 １株当たり純資産額 37,512.05 円

前第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２四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21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 2,009.41 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
2,008.39 円

  
前第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２四半期累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21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  1,808

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  1,808

期中平均株式数（株）  949,336  900,029

      

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  454

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 

 －  －
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 （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。 

    該当事項はありません。 

  該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

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

１株当たり四半期純利益金額 834.54 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
834.12 円

  
前第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） 

当第２四半期会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21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）  835  751

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）  835  751

期中平均株式数（株）  949,390  900,041

      

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）  969  444

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 

 －  －

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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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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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年11月４日

カブドットコム証券株式会社 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 御子柴  顯  ㊞ 

  
指定有限責任社員
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21年４月１日から平成22年３月31日までの第11期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年７月１日

から平成21年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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、四半期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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