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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．第11期の１株当たり配当額には、１株当たり1,300円の普通配当の他、創業10周年記念配当700円を含んでお

ります。 

５．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。 

６．当社は平成22年４月１日付をもって、１株を200株とする株式分割を行っております。  

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11期

前第３四半期 
累計期間 

第12期
当第３四半期 
累計期間 

第11期
前第３四半期 
会計期間 

第12期 
当第３四半期 
会計期間 

第11期

会計期間 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

営業収益 （百万円）  11,697 10,253  3,565  3,233  15,084

純営業収益 （百万円）  10,433  9,084  3,153  2,776  13,556

経常利益 （百万円）  3,962  2,999  1,149  848  4,905

四半期（当期）純利益 （百万円）  2,511  1,992  703  505  3,092

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  195,137,400  975,687

純資産額 （百万円） － －  35,213  34,818  35,664

総資産額 （百万円） － －  347,347  342,552  389,292

１株当たり純資産額 （円） － －  39,122.31  195.48  39,623.97

１株当たり四半期（当

期）純利益金額 
（円）  2,790.73  11.17  781.33  2.84  3,436.03

潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益

金額 

（円）  2,789.37  11.17  780.98  2.84  3,434.40

１株当たり配当額 （円）  －  －  －  －  2,000

自己資本比率 （％） － －  10.1  10.2  9.2

自己資本規制比率 （％） －  －  614.7  620.1  638.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △30,435  △29,978 － －  △3,466

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △776  △682 － －  256

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △1,262  △10,871 － －  5,687

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高 
（百万円） － －  18,230  11,650  53,182

従業員数 （人） － －  94  92  94
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 当第３四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３四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３四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22年12月31日現在

従業員数（人）  92  (8)
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 当第３四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３四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３四半期会計期間の株式市場は、円高株安だった前四半期の軟調な地合を引き継いだものの、10月の日銀の包

括緩和策、11月の米FOMC（公開市場委員会）での量的緩和の第二弾が発表されてから円高局面が一服、同時に株価も

反騰に転じました。４月高値の信用期日を通過して外国人の買いも戻り、企業の第２四半期決算発表も好調だったこ

とで、日米量的緩和を背景に海外株高への出遅れ感が感じられるようになる中、年末にかけ一気に上昇し日経平均株

価は10,000円台を回復しました。米国のクリスマス商戦が好調で、中間選挙に敗れたオバマ政権がブッシュ減税の延

長を決めたことで、米景気の二番底懸念が遠のいたことも追い風となりました。 

個人投資家の株式投資動向も11月以降回復に転じ、当第３四半期会計期間の三市場合計の１日当たり個人株式売買

代金は4,519億円と、前四半期の3,804億円に比べて18.8％の増加となりました。また、当第３四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１兆3,932億円と、前年度末の１兆4,288億円から2.5％減少、前年同期末の１

兆4,299億円からは2.6％の減少となりました。 

 このような環境の中、当社におきましては、当第３四半期会計期間末時点の証券口座数は721,823口座（前四半期

末715,421口座）、信用口座数は75,354口座（前四半期末74,406口座）と順調に増加しました。預り資産は１兆1,098

億円（前四半期末１兆374億円）と前四半期末比7.0%増加しましたが、信用取引残高は1,062億円（前四半期末1,111

億円）と、前四半期末比4.5%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３四半期会計期間は以下のような取り

組みを行いました。 

  

・信用取引委託保証金率を30％に引き下げ（１０月） 

・ジャスダック銘柄手数料引下げ（１０月） 

・私設市場（kabu.comPTS）の空売り規制対応に関する変更認可の取得（１０月） 

・外貨建ＭＭＦの取扱い開始（１０月） 

・円/外貨統合型の24時間オンライン勘定系自社製システム導入（１０月） 

・「純金ＥＴＦ」等手数料無料キャンペーンの実施（１１月） 

・上場カバードワラントの手数料全額キャッシュバックキャンペーンの実施（１１月） 

・一般信用売建可能銘柄を557銘柄に拡大（１１月） 

・モバイル公式サイトリニューアル（１１月） 

・「フリーＥＴＦ」対象銘柄を６銘柄に拡大（１２月） 

・自社開発高機能トレーディングツール「kabuステーション™」提供開始（１２月） 

・外貨建ＭＭＦ積立サービス開始（１２月） 

  

 なお、当第３四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３四半期会計期間の委託手数料は1,359百万円（前年同期比22.2％減少、前四半期比5.5％増加）となりまし

た。このうち株式委託手数料は1,122百万円（前年同期比16.0％減少、前四半期比13.9％増加）、株式指数先物取引

及びオプション取引の委託手数料は215百万円（前年同期比46.0％減少、前四半期比27.1％減少）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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[募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料] 

 当第３四半期会計期間の募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は40百万円（前年同期比1.9％

増加、前四半期比13.5％増加）となりました。このうち、投資信託の販売において40百万円（前年同期比11.3％増

加、前四半期比12.2％増加）となっております。 

[その他の受入手数料] 

 当第３四半期会計期間のその他の受入手数料は488百万円（前年同期比7.8％増加、前四半期比14.3％増加）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205百万円（前年同期比4.9％増加、前四半期比1.6％増加）、

kabuマシーンTM（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74百万円（前年同期比13.3％

減少、前四半期比2.7％減少）、投資信託関連の手数料100百万円（前年同期比13.5％増加、前四半期比6.0％増加）

となっております。 

  

 科目別の手数料等の推移を示すと下表のとおりです。 

 当第３四半期会計期間においては、株式個人委託売買代金の回復等により、株式委託手数料は前四半期比で13.9％

増加しましたが、市場のボラティリティの低下及び手数料引き下げの影響により、先物・オプション手数料は前四半

期比で27.1％減少しました。また、大証ＦＸの開始等により、外国為替証拠金取引に係る手数料は前四半期比及び前

年同期比で増加しました。 

 当第３四半期会計期間の個人委託市場（ジャスダックを除く三市場）における当社シェアは6.9％と前四半期比で

上昇しております。当社は株式委託取引シェアの一層の拡大が重要な経営課題の一つであると認識しており、株式会

社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループとの戦略的提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３四半期会計期間末の信用取引残高は1,062億円と前年度末比0.3％の増加、前四半期末比4.5％の減少となり

ました。これに伴い、金融収益は1,341百万円（前年同期比1.2％増加、前四半期比9.5％増加）、金融費用は456百万

円（前年同期比10.7％増加、前四半期比101.9％増加）となり、差引の金融収支は884百万円（前年同期比3.1％減

少、前四半期比11.5％減少）となりました。 

 当第３四半期会計期間は、貸株に係る受取配当金及び支払配当金が増加したこともあり、金融収益及び金融費用の

総額は前四半期比で増加しました。一方で信用取引残高の減少等により、金融収支は前四半期比及び前年同期比で減

少、前四半期比では純営業収益に占める割合も低下しましたが、信用取引買建玉平均残高の前四半期比の減少率に比

べ、金融収支の減少率が低くなったことにより、金融収支／信用取引買建平残比率が上昇しました。 

決算期 

（単位：百万円）  

 平成22年３月期  平成23年３月期 

第３四半期  第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 前四半期比 

委託手数料  1,746  1,804  2,006  1,288  1,359 ％ 5.5

 （内、株式）  1,335  1,416  1,562  984  1,122 ％ 13.9

    

  株式約定件数（件）/日  35,400  39,505  41,832  28,757  34,868 ％ 21.2

  株式約定金額（百万円）/日  32,150  35,353  38,043  25,868  31,024 ％ 20.0

  個人委託市場（三市場） 

  当社シェア（％） 
 6.4  6.4  7.1  6.8  6.9  －

  株式約定単価（千円）  908  894  909  899  889 ％ △1.1

  手数料率（bp）  6.8  6.7  6.7  6.1  5.9  －

      

 （内、先物・オプション）  399  379  433  296  215 ％ △27.1

 （内、その他）  11  8  9  7  21 ％ 178.7

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  29  47  35  40 ％ 13.5

その他の受入手数料  453  394  481  427  488 ％ 14.3

 （内、外国為替証拠金取引）  195  148  229  201  205 ％ 1.6

 （内、投資信託代行手数料）  88  90  95  94  100 ％ 6.0

 （内、有料情報サービス）  85  81  76  76  74 ％ △2.7

    受入手数料合計  2,240  2,228  2,536  1,752  1,889 ％ 7.8
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 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）信用取引買建平残は、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。 

  

③ 販売費・一般管理費 

 当第３四半期会計期間の販売費・一般管理費は、1,938百万円（前年同期比6.0％減少、前四半期比3.0％減少）と

なりました。主な内訳は、取引関係費798百万円（前年同期比7.8％減少、前四半期比5.4％減少）、不動産関係費442

百万円（前年同期比15.7％減少、前四半期比0.8％増加）、人件費223百万円（前年同期比6.0％減少、前四半期比

6.3％減少）、事務費139百万円（前年同期比0.5％減少、前四半期比16.5％減少）、減価償却費264百万円（前年同期

比16.6％増加、前四半期比6.8％増加）です。 

 市況回復により変動費は増加しましたが、金融商品取引法に係る書類の発送費用や季節要因の一時費用の減少、及

びオンライン専業証券のインフラ面を構成するシステム関連費の順調な減少により、販売費・一般管理費は前四半期

比で3.0％の減少となりました。  

 なお、当第３四半期会計期間の「受入手数料／販売費・一般管理費率」は97.5％、「受入手数料／システム関連費

率」は223.3％となり、前四半期の87.7％、205.4％に比べ改善しております 

 （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 

 当第３四半期会計期間の営業外収益は、投資有価証券の配当金収入５百万円等により11百万円、営業外費用は、０

百万円となり、差引で10百万円の利益となりました。 

  

⑤ 特別損益 

 当第３四半期会計期間の特別利益は、貸倒引当金戻入額７百万円、特別損失は金融商品取引責任準備金繰入れ１百

万円等により１百万円となり、差し引きで６百万円の利益となりました。 

  

決算期 

（単位：百万円） 

平成22年３月期 平成23年３月期  

第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 前四半期比 

金融収益  1,325  1,159  1,506  1,225  1,341 ％ 9.5

金融費用  412  265  486  226  456 ％ 101.9

金融収支  912  894  1,020  998  884 ％ △11.5

金融収支率（％）  321.1  437.4  309.9  541.3  293.6  －

純営業収益  3,153  3,122  3,556  2,751  2,776 ％ 0.9

（金融収支が占める比率（％））  28.9  28.6  28.7  36.3  31.9  －

信用取引買建玉残高（億円）  755  795  1,095  849  778 ％ △8.4

三市場信用取引買建玉残高（億円）  14,299  14,288  19,836  16,135  13,932 ％ 13.7

信用取引買建玉残高シェア（％）  5.3  5.6  5.5  5.3  5.6  －

金融収支／信用取引買建平残比率（％）

（注） 
 1.15  1.15  1.08  1.03  1.09  －

決算期 

（単位：百万円） 

平成22年３月期  平成23年３月期  

第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 前四半期比

受入手数料  2,240  2,228  2,536  1,752  1,889 ％ 7.8

販売費・一般管理費  2,062  2,129  2,162  1,998  1,938 ％ △3.0

（内、システム関連費）（注）  891  970  886  853  846 ％ △0.8

受入手数料／販売費・一般管理費率（％）  108.6  104.6  117.3  87.7  97.5  －

受入手数料／システム関連費率（％）  251.2  229.7  286.2  205.4  223.3  －
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 以上の結果、当第３四半期会計期間の業績は、営業収益が3,233百万円（前年同期比9.3％減少、前四半期比8.6％

増加）、純営業収益が2,776百万円（前年同期比11.9％減少、前四半期比0.9％増加）、営業利益が837百万円（前年

同期比23.2％減少、前四半期比11.3％増加）、経常利益が848百万円（前年同期比26.2％減少、前四半期比12.6％増

加）、四半期純利益が505百万円（前年同期比28.2％減少、前四半期比12.9％増加）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３四半期会計期間での自己資本四半期純利益率（ＲＯＥ）（年換算）は5.9％（当第３四半期累計期間の同数

値は7.5％）となり、当社が目標としている20％を大きく下回っております。収益基盤の拡充及びグループ連携によ

る収益力の増強、販売費・一般管理費の一層の削減、資本効率の向上等の施策を通じて、当社が経営目標とするＲＯ

Ｅ20％以上を目指してまいります。 

 なお、平成23年１月24日開催の取締役会において、自己株式10,000,000株を消却することを決議し、同年１月31日

に消却を実施しております。 

 また、平成23年１月24日付で、配当方針を従来の「配当性向30％以上」から「配当性向30％以上かつＤＯＥ（株主

資本配当率）４％以上」に変更いたしました。経営目標である自己資本四半期純利益率（ＲＯＥ）20％の達成を図り

ＤＯＥ６％を目指してまいります。 

 （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。 

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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854百万

円（前年同期比28.7％減）となったことに加え、預り金の増加額による収入があった一方、信用取引資産・負債の差

引額の増加、顧客分別金信託の増加、短期借入金の減少等による支出があり、差引で36,616百万円の減少となり、当

第３四半期末の資金残高は11,650百万円となりました。 

 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、基本的に売掛金や買掛金等

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３四半期末現在、個別銀行からの融資枠としての当座貸越枠等、総額420億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３四半期会計期間における営業活動による資金の減少は25,239百万円（前年同期は29,613百万円の減少）とな

りました。これは主に、預り金の増加14,388百万円による収入があった一方で、信用取引資産・負債の差引額の増加

23,732百万円、顧客分別金信託の増加15,729百万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３四半期会計期間における投資活動による資金の減少は312百万円（前年同期は234百万円の減少）となりまし

た。これは、投資事業有限責任組合からの分配金の受取りによる収入7百万円があった一方で、無形固定資産の取得

による支出271百万円、投資有価証券の取得40百万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３四半期会計期間における財務活動による資金の減少は11,063百万円（前年同期は6,038百万円の減少）とな

りました。これは短期借入金の減少による支出11,000百万円、リース債務の返済による支出63百万円によるもので

す。 

  
（3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第３四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。  

決算期 

（単位：百万円） 

平成22年３月期 

第３四半期 

平成22年３月期 

第４四半期  

平成23年３月期 

第１四半期 

平成23年３月期 

第２四半期  

平成23年３月期 

第３四半期  

四半期純利益  703  580  1,040  447  505

期末純資産額  35,213  35,664  34,037  34,473  34,818

自己資本四半期純利

益率（ＲＯＥ）

（％）（注） 

 8.1  6.6  11.9  5.2  5.9
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(1）主要な設備の状況 

 当第３四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３四半期会計期間において、前四半期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】 

（注）平成23年１月24日開催の取締役会において、自己株式10,000,000株を消却することを決議し、同年１月31日に消却

を実施しております。  

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。 

 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。 

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  666,000,000

計  666,000,000

種類 
第３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月９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      195,137,400  185,137,400
東京証券取引所 

市場第一部 

単元株式数 

100株   

計  195,137,400  185,137,400 － － 

(2)【新株予約権等の状況】

  
第３四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権の数（個）  834

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）  500,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）  1,636

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  1,636 

資本組入額  818 

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。  

  

該当事項はありません。 

  

（注）平成23年１月31日に自己株式10,000,000株の消却を実施したことにより、四半期報告書提出日現在の発行済株式総

数は、185,137,400株となっております。  

  

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

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)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4)【ライツプランの内容】

(5)【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22年10月１日～ 

平成22年12月31日 
 － 195,137,400  －  7,196  －  11,913

(6)【大株主の状況】
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 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載

することができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日現在）に基づく株主名簿による記載をして

おります。 

①【発行済株式】 

（注）平成23年１月24日開催の取締役会において、自己株式10,000,000株を消却することを決議し、同年１月31日に消却

を実施しております。これにより、四半期報告書提出日現在の発行済株式総数は185,137,400株となっておりま

す。 

②【自己株式等】 

（注）平成23年１月24日開催の取締役会において、自己株式10,000,000株を消却することを決議し、同年１月31日に消却

を実施しております。また、同取締役会において、上限2,000,000株、９億円の自己株式の取得を決議しておりま

す。  

【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。 

執行役の状況  

 退任執行役 

(7)【議決権の状況】

  平成22年12月31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   17,024,600 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式  178,105,000  1,781,050 － 

単元未満株式 普通株式     7,800 － － 

発行済株式総数     195,137,400 － － 

総株主の議決権 －  1,781,050 － 

  平成22年12月31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

手町一丁目３番２

号 

 17,024,600  －  17,024,600  8.7

計 －  17,024,600  －  17,024,600  8.7

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

高（円）  505  482  472  439  411  401  345  328  386

低（円）  460  404  411  400  390  318  267  277  313

３【役員の状況】

役名 職名 氏名 退任年月日 

執行役 － 中島 俊一 平成23年１月31日
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（1）顧客開設口座数 

 当第３四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３四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 

  

② 受益証券 

  

４【業務の状況】

  
前第３四半期会計期間末
（平成21年12月31日） 

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日） 

証券口座数（口座）  690,015  721,823

（うち信用取引口座数）（口座）  70,430  75,354

  
前第３四半期会計期間

 （自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日） 

当第３四半期会計期間
 （自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日） 

受 託 

現物取引（百万円）  597,400  492,610

信用取引（百万円）  1,337,622  1,371,754

合計（百万円）  1,935,022  1,864,365

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）  597,400  492,610

信用取引（百万円）  1,337,622  1,371,754

合計（百万円）  1,935,022  1,864,365

  
前第３四半期会計期間

  （自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日） 

当第３四半期会計期間
  （自 平成22年10月１日 
  至 平成22年12月31日） 

受 託（百万円）  29,736  30,686

自 己（百万円）  3,683  2,567

合 計（百万円）  33,419  33,254
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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３四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３四半期会計期間

（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31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）  143  24

   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３四半期会計期間

（自 平成21年10月１日  
  至 平成21年12月31日） 

当第３四半期会計期間
（自 平成22年10月１日  
  至 平成22年12月31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）  11,952  11,185

   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３四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３四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の状況 

 当第３四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３四半期会計期間末
  （平成21年12月31日） 

当第３四半期会計期間末
  （平成22年12月31日） 

内国有価証券 

株券（千株）  1,475,911  1,517,419

債券（百万円）  －  －

受益証券（百万口）  127,494  147,326

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）  2,187  2,929

債券（百万円）  －  －

受益証券（百万口）  1  533

その他（カバードワラント） 

（百万ワラント） 
 153  73

  
前第３四半期会計期間

（自 平成21年10月１日  
至 平成21年12月31日） 

 当第３四半期会計期間
（自 平成22年10月１日  
至 平成22年12月31日） 

投資信託の収益金、償還金又は解約金の支払 

（百万円） 
 8,297  8,133

    
前第３四半期会計期間末

 （平成21年12月31日現在） 
当第３四半期会計期間末

 （平成22年12月31日現在） 

顧客の委託に基づいて行った融資額 （百万円）  75,547  77,882

上記により顧客が買付けている証券の

数量 
（千株）  164,380  164,090

顧客の委託に基づいて行った貸証券の

数量 
（千株）  40,035  42,266

上記により顧客が売付けている代金 （百万円）  23,563  28,331
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（7）自己資本規制比率 

 当第３四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３四半期会計期間末
（平成21年12月31日現在） 

（百万円） 

当第３四半期会計期間末
（平成22年12月31日現在） 

（百万円） 

基本的項目 資本合計 (A)  34,686  34,570

補完的項目 

金融商品取引責任準備金    1,187  807

評価差額金    526  247

計 (B)  1,713  1,054

控除資産   (C)  7,143  5,926

控除後自己資本   (D)  29,257  29,699

リスク相当額 

市場リスク相当額    130  113

取引先リスク相当額    2,379  2,617

基礎的リスク相当額    2,248  2,057

計 (E)  4,759  4,789

自己資本規制比率 (D) ÷ (E) × 100   ％ 614.7 ％ 620.1
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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３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21

年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31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３四半期会計期間（平成21年10月１日から平成

21年12月31日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期財務諸

表並びに当第３四半期会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22

年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について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。 

  

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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 11,650 53,182

預託金 214,853 217,507

信用取引資産 85,965 90,336

信用取引貸付金 77,882 79,553

信用取引借証券担保金 8,082 10,782

立替金 61 34

募集等払込金 304 343

短期差入保証金 21,652 19,417

前払費用 278 200

未収収益 1,260 1,232

その他の流動資産 267 734

流動資産計 336,293 382,990

固定資産   

有形固定資産 ※1  936 ※1  794

無形固定資産 1,837 1,748

投資その他の資産 3,484 3,758

投資有価証券 1,910 2,100

長期差入保証金 411 421

繰延税金資産 937 1,002

その他 943 954

貸倒引当金 △718 △719

固定資産計 6,258 6,301

資産合計 342,552 389,292

負債の部   

流動負債   

信用取引負債 38,185 73,056

信用取引借入金 9,853 46,718

信用取引貸証券受入金 28,331 26,338

有価証券担保借入金 11,490 10,623

預り金 119,665 123,101

受入保証金 115,946 115,260

短期借入金 － 8,000

前受収益 11 15

未払金 184 108

未払費用 437 486

未払法人税等 277 1,007

繰延税金負債 12 102

賞与引当金 9 －

役員賞与引当金 9 －

その他の流動負債 258 206

流動負債計 286,490 331,969
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 436 470

固定負債計 20,436 20,470

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 807 1,187

特別法上の準備金計 807 1,187

負債合計 307,733 353,627

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 25,019 24,872

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 25,019 24,872

自己株式 △9,558 △8,715

株主資本合計 34,570 35,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 247 396

評価・換算差額等合計 247 396

純資産合計 34,818 35,664

負債・純資産合計 342,552 389,292
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（２）【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業収益   

受入手数料 7,829 6,178

委託手数料 6,427 4,655

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

89 124

その他の受入手数料 1,312 1,398

トレーディング損益 － 2

金融収益 3,867 4,072

営業収益計 11,697 10,253

金融費用 1,263 1,169

純営業収益 10,433 9,084

販売費・一般管理費   

取引関係費 2,738 2,569

人件費 728 713

不動産関係費 1,487 1,344

事務費 553 490

減価償却費 660 750

租税公課 103 109

貸倒引当金繰入額 50 13

その他 169 109

販売費・一般管理費計 6,493 6,099

営業利益 3,940 2,984

営業外収益 ※1  212 ※1  170

営業外費用 ※2  190 ※2  154

経常利益 3,962 2,999

特別利益   

金融商品取引責任準備金戻入 247 380

貸倒引当金戻入額 53 14

特別利益計 300 395

特別損失   

投資有価証券評価損 － 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13

特別損失計 － 19

税引前四半期純利益 4,262 3,375

法人税、住民税及び事業税 1,633 1,304

法人税等調整額 117 77

法人税等合計 1,750 1,382

四半期純利益 2,511 1,992
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【第３四半期会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業収益   

受入手数料 2,240 1,889

委託手数料 1,746 1,359

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 40

その他の受入手数料 453 488

トレーディング損益 － 2

金融収益 1,325 1,341

営業収益計 3,565 3,233

金融費用 412 456

純営業収益 3,153 2,776

販売費・一般管理費   

取引関係費 865 798

人件費 237 223

不動産関係費 524 442

事務費 140 139

減価償却費 227 264

租税公課 35 35

貸倒引当金繰入額 0 2

その他 31 33

販売費・一般管理費計 2,062 1,938

営業利益 1,090 837

営業外収益 ※1  85 ※1  11

営業外費用 ※2  26 ※2  0

経常利益 1,149 848

特別利益   

貸倒引当金戻入額 47 7

特別利益計 47 7

特別損失   

投資有価証券評価損 － 0

金融商品取引責任準備金繰入れ － 1

特別損失計 － 1

税引前四半期純利益 1,197 854

法人税、住民税及び事業税 414 383

法人税等調整額 80 △33

法人税等合計 494 349

四半期純利益 703 505
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 4,262 3,375

減価償却費 660 750

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △1

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △247 △380

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19

受取利息及び受取配当金 △3,903 △4,092

支払利息 1,258 1,164

投資有価証券評価損益（△は益） － 6

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △15,967 2,675

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △22,164 △30,499

募集等払込金の増減額（△は増加） 43 38

前払費用の増減額（△は増加） △154 △77

未収収益の増減額（△は増加） 33 28

短期差入保証金の増減額（△は増加） 985 △2,235

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △6,264 866

受入保証金の増減額（△は減少） 4,915 686

立替金の増減額（△は増加） △42 △26

預り金の増減額（△は減少） 5,493 △3,435

未払費用の増減額（△は減少） △116 △50

未払金の増減額（△は減少） △72 △52

その他 △373 605

小計 △31,658 △30,635

利息及び配当金の受取額 3,806 3,852

利息の支払額 △1,299 △1,162

法人税等の支払額 △1,284 △2,033

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,435 △29,978

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 △276 △112

無形固定資産の取得による支出 △467 △540

投資有価証券の取得による支出 △40 △40

投資事業有限責任組合からの分配による収入 7 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △776 △682

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） － △8,000

自己株式の取得による支出 － △897

自己株式の処分による収入 1 8

配当金の支払額 △1,170 △1,800

リース債務の返済による支出 △93 △180

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,262 △10,871

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △32,474 △41,532

現金及び現金同等物の期首残高 50,704 53,182

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  18,230 ※1  11,650
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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】

  
当第３四半期累計期間

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

会計処理基準に関する事項

の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

  第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18

号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

  これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ６百万円、税

引前四半期純利益は19百万円減少しております。 

  また当会計基準等の適用開始により、投資その他の資産の「長期差入保証金」が13

百万円減少しております。 

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前事業年度末 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円であ

ります。  

492 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円であ

ります。  
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１ 営業外収益の内訳 ※１ 営業外収益の内訳 

配当金 

有価証券売却益 

35

142

百万円

  

その他 34  

計 212  

配当金 

有価証券売却益 

19

107

百万円

  

その他 43  

計 170  

※２ 営業外費用の内訳 ※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  

過怠金 25  

その他 18  

計 190  

投資事業組合運用損失 124百万円

その他 30  

計 154  

前第３四半期会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１ 営業外収益の内訳 ※１ 営業外収益の内訳 

配当金 

有価証券売却益 

3

79

百万円

  

その他 2  

計 85  

配当金 

その他 

5

5

百万円

  

計 11  

※２ 営業外費用の内訳 ※２ 営業外費用の内訳 

過怠金 25百万円

その他 1  

計 26  

過誤訂正差損金 0百万円

その他 0  

計 0  
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当第３四半期会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22

年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

普通株式 195,137,400株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

普通株式 17,024,694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 

  

     当社は、オンラインによる金融商品取引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。 

  

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）１．１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。 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の当第３四半期累計期間末残高

と当第３四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12月31日現在） 

  （百万円）  

現金・預金勘定 18,230    

現金及び現金同等物 18,230    

※１ 現金及び現金同等物の当第３四半期累計期間末残高

と当第３四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22年12月31日現在） 

  （百万円）  

現金・預金勘定 11,650    

現金及び現金同等物 11,650    

（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22年５月20日 

取締役会 
普通株式  1,800  2,000 平成22年３月31日 平成22年６月14日 利益剰余金 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

当第３四半期会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前事業年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 195.48 円 １株当たり純資産額 39,623.97 円

前第３四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 2,790.73 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
2,789.37 円

１株当たり四半期純利益金額 11.17 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
11.17 円
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   ２．当社は、平成22年４月１日付をもって、１株につき200株の割合で株式分割いたしました。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の、前事業年度末における１株当たり純資産額は198円12銭、平成22年３月期

第３四半期累計期間における１株当たり四半期純利益金額は13円95銭、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額は13円95銭であります。 

  

（注）１．１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。 

   ２．当社は、平成22年４月１日付をもって、１株につき200株の割合で株式分割いたしました。当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した場合の、平成22年３月期第３四半期会計期間における１株当たり四半期純利益金額

は３円91銭、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は３円90銭であります。 

  該当事項はありません。 

  

  
前第３四半期累計期間

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円）  2,511  1,992

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）  2,511  1,992

期中平均株式数（株）  900,046  178,414,995

      

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）  435  41,853

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 

－ － 

前第３四半期会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額 781.33 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
780.98 円

１株当たり四半期純利益金額 2.84 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
2.84 円

  
前第３四半期会計期間

（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

当第３四半期会計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円）  703  505

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）  703  505

期中平均株式数（株）  900,080  178,112,706

      

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）  396  －

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 

－ － 

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22年２月１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３四半期会計期間（平成21年10月１日

から平成21年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31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12月31日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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。 



  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年２月２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22年４月１日から平成23年３月31日までの第12期事業年度の第３四半期会計期間（平成22年10月１日

から平成22年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31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22年12月31日現在の財政状態、同日をもっ

て終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四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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