
四半期報告書 

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 

（第12期第２四半期） 

自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日 



  

  

１ 本書は四半期報告書を、同法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織（EDINET）を使用して提出したデータに目次及

び頁を付して出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付され

た四半期レビュー報告書を末尾に綴じ込んでおります。 

  

四 半 期 報 告 書 



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 事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………  3

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

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 …………………………………………………  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）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 …………………………………………………  9

(4）ライツプランの内容 ……………………………………………………………………………………………  9

(5）発行済株式総数、資本金等の推移 ……………………………………………………………………………  9

(6）大株主の状況 ……………………………………………………………………………………………………  10

(7）議決権の状況 ……………………………………………………………………………………………………  10

２ 株価の推移 …………………………………………………………………………………………………………  11

３ 役員の状況 …………………………………………………………………………………………………………  11

４ 業務の状況 …………………………………………………………………………………………………………  12

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 ………………………………………………………………………………………………………………  24

第二部 提出会社の保証会社等の情報 ………………………………………………………………………………………  25

    

［四半期レビュー報告書］ 



  

【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22年11月10日 

【四半期会計期間】 第12期第２四半期（自 平成22年７月１日 至 平成22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】 東京都千代田区大手町一丁目３番２号 

【電話番号】 03-3551-5111（代表） 

【事務連絡者氏名】 専務執行役経営管理部長  雨宮 猛 

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目３番２号 

【電話番号】 03-3551-5111（代表） 

【事務連絡者氏名】 専務執行役経営管理部長  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） 



 （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２四半期 
累計期間 

第12期
当第２四半期 
累計期間 

第11期
前第２四半期 
会計期間 

第12期 
当第２四半期 
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 
９月30日 

自平成22年
４月１日 
至平成22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22年 
７月１日 
至平成22年 
９月30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）  8,131  7,020  3,834  2,977  15,084

純営業収益 （百万円）  7,280  6,307  3,486  2,751  13,556

経常利益 （百万円）  2,812  2,151  1,276  753  4,905

四半期（当期）純利益 （百万円）  1,808  1,487  751  447  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） － －  34,559  34,473  35,664

総資産額 （百万円） － －  385,423  373,188  389,292

１株当たり純資産額 （円） － －  38,396.02  193.55  39,623.97

１株当たり四半期（当

期）純利益金額 
（円）  2,009.41  8.33  834.54  2.51  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）  2,008.39  8.33  834.12  2.51  3,434.40

１株当たり配当額 （円）  －  －  －  －  2,000

自己資本比率 （％） － －  9.0  9.2  9.2

自己資本規制比率 （％）  －  －  570.0  559.7  638.4

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △822  △4,739 － －  △3,466

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  △541  △369 － －  256

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円）  4,776  192 － －  5,687

現金及び現金同等物の四

半期末（期末）残高 
（百万円） － －  54,117  48,266  53,182

従業員数 （人） － －  96  94  94
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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22年９月30日現在

従業員数（人）  94  (10)
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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、期を通じて低調に推移しました。 

 日経平均株価は期初9,000円台前半で始まり、当第２四半期会計期間を通じて9,500円を挟んで上下する展開となり

ました。また、為替相場は当第２四半期会計期間を通じて徐々に円高へと進み、期初の87円台から期末には83円台へ

と、輸出企業の想定為替レートである90円から大きく乖離したことで業績不安や円高不況を連想させ、投資意欲を大

きく減退させました。９月で終了したエコカー補助金の駆け込み需要や、猛暑特需、10月のたばこ値上げ前の駆け込

み需要などから景気回復は続きましたが、７月の参院選、９月には民主党代表選があったことから、その間の政治空

白なども嫌気され、東証1部の売買代金は１日平均１兆1,000億円から１兆3,000億円と低調に推移しました。 

 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（ジャスダック市場除く、以下同じ）合計の１日

当たり個人株式売買代金は3,804億円と、前年同期の6,215億円からは38.8％減少、前四半期の5,387億円からは

29.4％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１兆6,135億円と、前

年同期末の１兆6,344億円から1.3％減少、前四半期末の１兆9,836億円からは18.7％減少しました。 

 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715,421口座（前四半期末708,753

口座）、信用口座数は74,406口座（前四半期末73,341口座）と増加しました。預り資産残高は１兆374億円（前四半

期末１兆459億円）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。 

   

 ・「貴金属上場投信」を上場初日から取扱い（７月） 

 ・私設市場（kabu.comPTS）の日本証券クリアリング機構（JSCC）接続（７月） 

 ・「保証金（証拠金）自動維持システム」に関する特許権取得（７月） 

 ・ＦＸスプレッド縮小キャンペーンの実施（７月、８月、９月） 

 ・業界初の取次処理速度を保証する手数料体系（「１秒保証」）の導入（８月） 

 ・先物・オプション取引の高速新システム導入（８月） 

 ・先物・オプション取引手数料を主要ネット証券最低水準に引き下げ（８月） 

 ・上場・店頭カバードワラント取引手数料を業界最低水準に引き下げ（８月） 

 ・携帯用無料トレーディングツール「kabuアプリ」大幅バージョンアップ（８月） 

 ・大証ＦＸを業界最低手数料で取扱い開始（９月） 

 ・三菱東京ＵＦＪ銀行テレビ窓口限定キャンペーン実施（９月） 

 ・ＣＭＥ日経225先物取引のリアルタイムチャート等をほぼ24時間提供開始（９月） 

 ・iアプリ用トレーディングツール「kabu.com店頭FX」の提供開始（９月） 

 ・新興国株式ファンド、インデックスファンドなど投資信託の新規取扱い（９月） 

  

 なお、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。 

  

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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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1,288百万円（前年同期比40.3％減少、前四半期比35.8％減少）となりまし

た。このうち株式委託手数料は984百万円（前年同期比43.9％減少、前四半期比37.0％減少）、株式指数先物取引及

びオプション取引の委託手数料は296百万円（前年同期比24.0％減少、前四半期比31.8％減少）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] 

 当第２四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35百万円（前年同期比79.2％

増加、前四半期比24.6％減少）となりました。このうち、投資信託の販売において35百万円（前年同期比80.6％増

加、前四半期比24.5％減少）となっております。 

  

［その他の受入手数料］ 

 当第２四半期会計期間のその他の受入手数料は427百万円（前年同期比1.7％増加、前四半期比11.3％減少）となり

ました。このうち、外国為替証拠金取引の受入手数料201百万円（前年同期比0.8％増加、前四半期比11.9％減少）、

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76百万円（前年同期比12.4％

減少、前四半期比0.4％増加）、投資信託関連の手数料94百万円（前年同期比16.4％増加、前四半期比1.1％減少）と

なっております。 

 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。 

 当第２四半期会計期間の個人委託市場（三市場）における当社シェアは6.8％と前四半期比で低下しております

が、前年同期と比較すると引き続き高い水準を維持しております。当社は、株式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２四半期末の信用取引残高は1,111億円と前年度末比5.0％の増加、前四半期末比9.6％の減少となりました。

これに伴い、当第２四半期会計期間の金融収益は1,225百万円（前年同期比0.7％減少、前四半期比18.7％減少）、金

融費用は226百万円（前年同期比35.0％減少、前四半期比53.4％減少）となり、差引の金融収支は998百万円（前年同

期比12.8％増加、前四半期比2.1％減少）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  2,520 2,160 1,746 1,804  2,006  1,288 △35.8% 

（内、株式）  2,146 1,756 1,335 1,416  1,562  984 △37.0% 

     

株式約定件数（件）/日   52,475 42,811 35,400 39,505  41,832  28,757 △31.3% 

株式約定金額（百万円）/日  45,258 38,818 32,150 35,353  38,043  25,868 △32.0% 

個人委託市場（三市場）  

当社シェア（％） 
 6.1  6.2  6.4  6.4  7.1  6.8 －

株式約定単価（千円）  862 906 908 894  909  899 △1.1%

手数料率（bp）   7.8 7.3 6.8 6.7  6.7  6.1 － 

     

（内、先物・オプション）  351 389 399 379  433  296 △31.8% 

（内、その他）  22 13 11 8  9  7 △22.2%

募集・売出し・特定投資家向け売

付け勧誘等の取扱手数料 
 29 20 40 29  47  35 △24.6%

その他の受入手数料  438 420 453 394  481  427 △11.3% 

（内、外国為替保証金取引）  205  200  195  148  229  201 △11.9%

（内、投資信託代行手数料）  69 81 88 90  95  94 △1.1% 

（内、有料情報サービス）  90 87 85 81  76  76 +0.4%

受入手数料合計  2,988 2,600 2,240 2,228  2,536  1,752 △30.9% 
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 三市場における信用取引買建玉残高が１兆6,135億円と、前四半期末に比べ18.7％減少したことに伴い、当社の同

残高も849億円と前四半期末比22.4％の減少となりましたが、平均残高は高水準を維持していたため、金融収支は前

四半期比で2.1％の減少にとどまりました。株式市況が低迷する中で、信用残高は相対的に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36.3％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２四半期会計期間の販売費・一般管理費は、1,998百万円（前年同期比8.3％減少、前四半期比7.6％減少）と

なりました。主な内訳は、取引関係費844百万円（前年同期比9.9％減少、前四半期比8.9％減少）、不動産関係費438

百万円（前年同期比11.9％減少、前四半期比5.6％減少）、人件費238百万円（前年同期比5.3％減少、前四半期比

5.4％減少）、事務費166百万円（前年同期比14.3％減少、前四半期比9.5％減少）、減価償却費248百万円（前年同期

比15.3％増加、前四半期比4.3％増加）です。 

 前年同期と比較すると、市況低迷に伴い変動費が減少したことに加え、当第２四半期中に大型リース物件の償却が

終了したこと等により、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「受入手数料／販売費・一般管理費率」は87.7％、「受入手数料／システム関連費

率」は205.4％となり、前年同期及び前四半期に比べ低下いたしました。同比率を向上させるために、収益向上と費

用抑制による効率性の改善が必要であると認識しております。 

（前年同期の同数値はそれぞれ119.3％、286.6％、前四半期の同数値はそれぞれ117.3％、286.2％） 

 （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２四半期会計期間の営業外収益は、特定金銭信託のポートフォリオ見直しに伴う収益107百万円、除斥期間満

了後の配当金にかかる収入12百万円等により139百万円、営業外費用は、投資事業有限責任組合の決算損失124百万円

等により138百万円となり、差引で０百万円の利益となっております。 

  

⑤ 特別損益 

 当第２四半期会計期間の特別利益は、貸倒引当金戻入額４百万円、特別損失は金融商品取引責任準備金繰入０百万

円を計上し、差し引きで４百万円の利益となりました。  

  

決算期 
平成22年３月期 平成23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）  1,308  1,234  1,325  1,159  1,506  1,225 △18.7% 

金融費用（百万円）  502  348  412  265  486  226 △53.4%

金融収支（百万円）  805  885  912  894  1,020  998 △2.1%

金融収支率（％）   260.3  354.2  321.1  437.4  309.9  541.3 － 

純営業収益（百万円）  3,794  3,486  3,153  3,122  3,556  2,751 △22.7%

（金融収支が占める比率(％)）  21.2  25.4  28.9  28.6  28.7  36.3 － 

信用取引買建玉残高（億円）  813  833  755  795  1,095  849 △22.4%

三市場信用取引買建玉残高（億円）  15,096  16,344  14,299  14,288  19,836  16,135 △18.7%

信用取引買建玉残高シェア（％）  5.4  5.1  5.3  5.6  5.5  5.3 － 

金融収支/信用買建平残比率（％）(注)  1.21  1.08  1.15  1.15  1.08  1.03 － 

決算期  
平成22年３月期 平成23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

受入手数料（百万円）  2,988  2,600  2,240  2,228  2,536  1,752 △30.9％ 

販売費・一般管理費（百万円）  2,250  2,180  2,062  2,129  2,162  1,998 △7.6％ 

(内、システム関連費)（百万円）  902  907  891  970  886  853 △3.8％ 

受入手数料/販売費・一般管理費率(％)  132.8  119.3  108.6  104.6  117.3  87.7 － 

受入手数料/システム関連費率(％)  331.0  286.6  251.2  229.7  286.2  205.4 － 
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 以上の結果、当第２四半期（３か月）の業績は、営業収益が2,977百万円（前年同期比22.4％減少、前四半期比

26.4％減少）、純営業収益が2,751百万円（前年同期比21.1％減少、前四半期比22.7％減少）、営業利益が752百万円

（前年同期比42.4％減少、前四半期比46.0％減少）、経常利益が753百万円（前年同期比41.0％減少、前四半期比

46.1％減少）、四半期純利益が447百万円（前年同期比40.4％減少、前四半期比57.0％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5.2％（当第２四半期累計期間の同数値

は8.5％）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、販管費の一層の削減、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ROE20％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。 

（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757百万

円（前年同期比40.8％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等による収入があった一方、顧

客分別金信託の増加、有価証券担保借入金の減少等による支出があり、差引で21,472百万円の増加となり、当第２四

半期末の資金残高は48,266百万円となりました。 

 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、

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48,829百万円（前年同期は21,081百万円の増加）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55,175百万円、預り金の増加758百万円による収入があ

った一方で、顧客分別金信託の増加4,147百万円、有価証券担保借入金の減少2,342百万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、302百万円（前年同期は204百万円の減少）となりま

した。これは、有形固定資産の取得87百万円、無形固定資産の取得218百万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減少は27,054百万円（前年同期は968百万円の増加）となり

ました。これは主に短期借入金の減少27,000百万円によるものです。 

  

（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。  

決算期 
平成22年３月期 
第１四半期 

平成22年３月期
第２四半期 

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 

四半期純利益 

（百万円） 
 1,057  751  703  580  1,040  447

期末純資産額 

（百万円） 
 33,877  34,559  35,213  35,664  34,037  34,473

自己資本四半期 

純利益率（ＲＯＥ）

（％）（注） 

 12.5  10.6  9.7  8.9  11.9  5.2
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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】

7



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。 

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２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月10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  195,137,400
東京証券取引所 

市場第一部 

単元株式数 

100株  

計  195,137,400  195,137,400 － － 

（2）【新株予約権等の状況】

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成22年９月30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。 

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７月１日～ 

平成22年９月30日 
 －  195,137,400  －  7,196  －  11,913
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 （注）上記のほか、自己株式が17,024,694株あります。 

  

①【発行済株式】 

  

（6）【大株主の状況】

  平成22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  78,117,600  40.03

三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目４-１  20,637,400  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  8,934,800  4.57

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  4,314,300  2.21

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  2,261,400  1.15

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  1,728,400  0.88

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） 

 1,627,900  0.83

ユービーエスエイジーロンドンアジアエクイ

ティーズ 

（常任代理人ＵＢＳ証券会社）  

 1 Finsbury Avenue,London,EC２M２

PP,United Kingdom 

（東京都千代田区大手町１丁目５-１ 

大手町ファーストスクエアイーストタ

ワー）  

 1,584,200  0.81

日本生命保険相互会社（特別勘定年金口）  東京都千代田区丸の内１丁目６-６  1,578,400  0.80

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   1,451,400  0.74

計 －  122,235,800  62.64

（7）【議決権の状況】

  平成22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  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 － 
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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最高・最低株価】 

 （注）最高・最低株価は、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、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  

  平成22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 

 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

最高（円）  505  482  472  439  411  401

最低（円）  460  404  411  400  390  318

３【役員の状況】
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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21年９月30日） 

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日） 

証券口座数（口座）  682,289  715,421

（うち信用取引口座数）（口座）  68,941  74,406

  
前第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） 

当第２四半期会計期間
 （自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日） 

受 託 

現物取引（百万円）  834,269  409,495

信用取引（百万円）  1,527,273  1,192,328

合計（百万円）  2,361,543  1,601,823

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）  834,269  409,495

信用取引（百万円）  1,527,273  1,192,328

合計（百万円）  2,361,543  1,601,823

  
前第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） 

当第２四半期会計期間
  （自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日） 

受 託（百万円）  48,886  30,926

自 己（百万円）  3,713  3,027

合 計（百万円）  52,599  33,953
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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21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22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）  8  11

   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21年７月１日  
  至 平成21年９月30日） 

当第２四半期会計期間
（自 平成22年７月１日  
  至 平成22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）  12,003  9,297

   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21年９月30日） 

当第２四半期会計期間末
  （平成22年９月30日） 

内国有価証券 

株券（千株）  1,430,497  1,661,863

債券（百万円）  －  －

受益証券（百万口）  124,379  142,062

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）  2,200  2,248

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） 
 134  78

  
前第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） 

 当第２四半期会計期間
（自 平成22年７月１日  
至 平成22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） 
 6,728  7,626

    
前第２四半期会計期間末
（平成21年９月30日現在） 

当第２四半期会計期間末
（平成22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）  83,310  84,999

上記により顧客が買付けている証券の

数量 
（千株）  166,639  169,800

顧客の委託に基づいて行った貸証券の

数量 
（千株）  31,306  36,897

上記により顧客が売付けている代金 （百万円）  21,685  26,167
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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21年９月30日現在） 

（百万円） 

当第２四半期会計期間末
（平成22年９月30日現在） 

（百万円） 

基本的項目 資本合計 (A)  33,983  34,065

補完的項目 

金融商品取引責任準備金    1,187  805

評価差額金    575  407

計 (B)  1,763  1,213

控除資産   (C)  6,929  5,894

控除後自己資本   (D)  28,818  29,385

リスク相当額 

市場リスク相当額    140  106

取引先リスク相当額    2,638  3,015

基礎的リスク相当額    2,276  2,128

計 (E)  5,055  5,249

自己資本規制比率 (D) ÷ (E) × 100   ％ 570.0 ％ 559.7
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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21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第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

22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22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21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び前第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

表並びに当第２四半期会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成22

年４月１日から平成22年９月30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２四半期会計期間末 
(平成22年９月30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 48,266 53,182

預託金 199,242 217,507

信用取引資産 96,305 90,336

信用取引貸付金 84,999 79,553

信用取引借証券担保金 11,306 10,782

立替金 43 34

募集等払込金 340 343

短期差入保証金 20,546 19,417

前払費用 327 200

未収収益 1,546 1,232

その他の流動資産 400 734

流動資産計 367,019 382,990

固定資産   

有形固定資産 ※1  953 ※1  794

無形固定資産 1,746 1,748

投資その他の資産 3,469 3,758

投資有価証券 1,849 2,100

長期差入保証金 413 421

繰延税金資産 944 1,002

その他 985 954

貸倒引当金 △723 △719

固定資産計 6,169 6,301

資産合計 373,188 389,292

負債の部   

流動負債   

信用取引負債 72,259 73,056

信用取引借入金 46,092 46,718

信用取引貸証券受入金 26,167 26,338

有価証券担保借入金 11,000 10,623

預り金 105,277 123,101

受入保証金 115,793 115,260

短期借入金 11,000 8,000

前受収益 13 15

未払金 179 108

未払費用 503 486

未払法人税等 949 1,007

繰延税金負債 163 102

役員賞与引当金 11 －

その他の流動負債 257 206

流動負債計 317,407 331,969
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30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 501 470

固定負債計 20,501 20,470

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 805 1,187

特別法上の準備金計 805 1,187

負債合計 338,715 353,627

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 24,514 24,872

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 24,514 24,872

自己株式 △9,558 △8,715

株主資本合計 34,065 35,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 407 396

評価・換算差額等合計 407 396

純資産合計 34,473 35,664

負債・純資産合計 373,188 389,292
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 5,589 4,288

委託手数料 4,680 3,295

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

49 83

その他の受入手数料 859 909

金融収益 2,542 2,731

営業収益計 8,131 7,020

金融費用 850 712

純営業収益 7,280 6,307

販売費・一般管理費   

取引関係費 1,872 1,770

人件費 490 490

不動産関係費 963 902

事務費 413 350

減価償却費 433 485

租税公課 68 73

貸倒引当金繰入額 50 11

その他 138 75

販売費・一般管理費計 4,431 4,161

営業利益 2,849 2,146

営業外収益 ※1  127 ※1  158

営業外費用 ※2  164 ※2  154

経常利益 2,812 2,151

特別利益   

金融商品取引責任準備金戻入 247 381

貸倒引当金戻入額 5 7

特別利益計 252 389

特別損失   

投資有価証券評価損 － 5

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 3,065 2,520

法人税、住民税及び事業税 1,218 921

法人税等調整額 37 111

法人税等合計 1,256 1,032

四半期純利益 1,808 1,487
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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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 2,600 1,752

委託手数料 2,160 1,288

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

20 35

その他の受入手数料 420 427

金融収益 1,234 1,225

営業収益計 3,834 2,977

金融費用 348 226

純営業収益 3,486 2,751

販売費・一般管理費   

取引関係費 936 844

人件費 251 238

不動産関係費 497 438

事務費 194 166

減価償却費 215 248

租税公課 31 23

貸倒引当金繰入額 1 0

その他 51 38

販売費・一般管理費計 2,180 1,998

営業利益 1,306 752

営業外収益 ※1  89 ※1  139

営業外費用 ※2  119 ※2  138

経常利益 1,276 753

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 4

特別利益計 2 4

特別損失   

金融商品取引責任準備金繰入れ － 0

特別損失計 － 0

税引前四半期純利益 1,278 757

法人税、住民税及び事業税 543 385

法人税等調整額 △15 △75

法人税等合計 527 310

四半期純利益 751 447
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 3,065 2,520

減価償却費 433 485

貸倒引当金の増減額（△は減少） 43 4

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △247 △381

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17

受取利息及び受取配当金 △2,574 △2,745

支払利息 847 709

投資有価証券評価損益（△は益） － 5

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △11,952 18,404

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △4,431 △6,766

募集等払込金の増減額（△は増加） △295 2

前払費用の増減額（△は増加） △202 △126

未収収益の増減額（△は増加） 6 9

短期差入保証金の増減額（△は増加） △172 △1,129

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） 3,984 376

受入保証金の増減額（△は減少） 6,519 533

立替金の増減額（△は増加） 33 △8

預り金の増減額（△は減少） 2,394 △17,824

未払費用の増減額（△は減少） △44 14

未払金の増減額（△は減少） △45 △32

その他 307 440

小計 △2,331 △5,491

利息及び配当金の受取額 2,551 2,419

利息の支払額 △879 △706

法人税等の支払額 △162 △961

営業活動によるキャッシュ・フロー △822 △4,739

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 △264 △104

無形固定資産の取得による支出 △277 △268

投資事業有限責任組合からの分配による収入 － 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △541 △369

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 3,000

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 △54 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,776 192

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,412 △4,916

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  54,117 ※1  48,266
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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２四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30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２四半期累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ４百万円、税

引前四半期純利益は17百万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２四半期会計期間末 
（平成22年９月30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、418百万円であ

ります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円であ

ります。 

290

（四半期損益計算書関係）

前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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 32百万円

有価証券売却益 63  

その他 31  

計 127  

配当金 14百万円

有価証券売却益 107  

その他 37  

計 158  

※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  

※２ 営業外費用の内訳  

投資事業組合運用損失 124百万円

その他 29  

計 154  

前第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） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22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  

※１ 営業外収益の内訳 

有価証券売却益 107百万円

その他 31  

計 139  

※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  

※２ 営業外費用の内訳 

投資事業組合運用損失 124百万円

その他 13  

計 138  
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当第２四半期会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22

年９月30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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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   

※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22年９月30日現在） 

  （百万円）  

現金・預金勘定 48,266   

現金及び現金同等物 48,266   

（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２四半期会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前事業年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 193.55 円 １株当たり純資産額 39,623.97 円

前第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） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

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

１株当たり四半期純利益金額 8.33 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
8.33 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２四半期累計期間における１株当たり四半期純利益金額は10円05銭、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額は10円04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２四半期会計期間における１株当たり四半期純利益金額

は４円17銭、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は４円17銭であります。 

  該当事項はありません。 

  

  
前第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） 

当第２四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22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）  1,808  1,487

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）  1,808  1,487

期中平均株式数（株）  900,029  178,566,966

      

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）  454  62,894

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） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

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

１株当たり四半期純利益金額 2.51 円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額 
2.51 円

  
前第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） 

当第２四半期会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22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）  751  447

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）  751  447

期中平均株式数（株）  900,041  178,053,563

      

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）  444  46,764

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。 



  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年11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２四半期会計期間（平成22年７月１日

から平成22年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22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22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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