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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】

連結経営指標等

　

回次
第52期
第１四半期

連結累計(会計)期間

第53期
第１四半期

連結累計(会計)期間
第52期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成21年４月１日
至　平成21年６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) 4,677 3,348 17,759

経常利益 (百万円) 1,619 631 3,826

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,149 495 1,031

純資産額 (百万円) 27,773 27,043 26,810

総資産額 (百万円) 129,336 109,728 108,926

１株当たり純資産額 (円) 606.08 610.42 599.14

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 28.67 12.33 25.68

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 12.29 25.30

自己資本比率 (％) 18.8 22.3 22.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,500 △ 329 5,149

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 308 580 △ 98

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 104 24 1,875

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 18,275 14,772 15,618

従業員数 (名) 4,241 4,047 4,166
　

 (注)１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

　
２．第52期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成21年６月30日現在

従業員数(名) 4,047［ 1］

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

 　　向者を含む就業人員であります。

　 ２　臨時従業員数は［　］内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を概数で記載しております。

　 ３　臨時従業員数には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

(2) 提出会社の状況

平成21年６月30日現在

従業員数(名) 3［―］

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

　 ２　臨時従業員数は［　］内に当第１四半期会計期間の平均人員を概数で記載しております。

　 ３　臨時従業員数には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、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。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

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】

（1）業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年の世界的な金融危機に端を発した不況の影響

から底打ちの兆しが見えてきたものの、依然として企業収益の低下や雇用情勢の急速な悪化、個人消費の

悪化など厳しい経済環境が続いております。

　このような環境の下、当社グループの当第１四半期連結会計期間の営業収益は33億48百万円(前年同四

半期比28.4%減)、経常利益は６億31百万円(同61.0%減)、当第１四半期の四半期純利益は４億95百万円(同

56.9%減)となりました。

　

① 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

証券関連事業

株式市場は世界各国から打ち出された金融政策や景気対策の効果に対する期待から堅調に推移し、実

体経済においても各国のマクロ指標に改善の兆しが見られ始めたこと等もあり、日経平均株価は６月12 

日に一時10,170 円82 銭まで上昇しました。しかし、その後は伸び悩みの展開となり9,000円台後半でも

み合いを続け、当第１四半期連結会計期間末の日経平均株価は、9,958円44銭で取引を終えました。

　一方、債券市場は景気回復期待を背景とした世界的な株式市場の上昇と、国債発行増額による需給悪化

懸念から金利上昇基調となり、６月11日には10年国債利回りで一時1.56％まで上昇しました。しかし、そ

の後は株式市場の上昇が一服したことに加え、米国市場で実施された大規模な国債入札が無難に消化さ

れたことを受け、米国長期金利の上昇が一服する中、投資家の債券残高積み増しの動きが強まったことも

あり、当第１四半期連結会計期間末には1.35％まで低下しました。こうした環境の中、当社グループは、対

面営業を提言外交型のプライベート・バンキング営業へシフト、グリーンシート銘柄の取扱いを開始と

いった、顧客サービスの拡充に取り組みました。結果として、営業収益は９億52百万円(前年同四半期比

7.1%減)、営業損失は４百万円となりました。

 

　（受入手数料）

当第１四半期連結会計期間の受入手数料は、５億55百万円(前年同四半期比31.0%増)となりました。

委託手数料

　委託手数料につきましては、４億88百万円(同41.8%増)となりました。

引受・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

　引受・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料につきましては、２百万円(同18.0%減)となりま

した。

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につきましては、６百万円(同10.6%増)とな

りました。

その他の受入手数料

　その他の受入手数料につきましては、57百万円(同18.0%減)となりました。
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　（トレーディング損益）

トレーディング損益につきましては、株券等は１億17百万円(前年同四半期比24.3%減)、債券等は１億

12百万円(同54.6%減)、その他は41百万円(同13.7%減)となり、合計で２億71百万円(同39.9%減)となりま

した。

　（金融収支）

当第１四半期連結会計期間までの金融収益は、１億25百万円(前年同四半期比16.1%減)、金融費用は49

百万円(同24.5%減)となり、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は75百万円(同9.5%減)となりま

した。

　（販売費及び一般管理費）

当第１四半期連結会計期間までの販売費及び一般管理費は、昨年来コスト削減に取り組んだ結果、９億

６百万円（前年同四半期比3.2%減）となりました。

　

銀行関連事業

ハーン銀行（Khan Bank LLC）につきましては、前期に引続き農村部を中心とした営業活動に加え、都

市部でも営業活動を行いましたが、サブプライムローンに端を発した世界的な金融危機及び鉱物資源価

格の急落がモンゴル経済にも影響を及ぼしたため、融資に対し慎重な姿勢をとったことから、貸出金利息

が21億2百万円（前年同四半期比19.4％減）となり、その他の役務収益44百万円、外国為替売買益11百万

円及びその他の業務収益２百万円もそれぞれ減少し、結果として、営業収益は22億50百万円（同20.0%

減）、営業利益は１億88百万円（同76.2%減）となりました。

　

　商品先物関連事業

エイチ・エス・フューチャーズ株式会社につきましては、新たなビジネスモデルとして、従来のオンラ

イントレードに加えコールセンター取引等による事業展開を行ってまいりました。Webオンライン、会場

セミナーの定期開催やバーチャルトレードコンテスト開催といった、顧客サービスの拡充に取り組みま

したが、国内商品先物市場の売買高の低迷もあり、受取手数料が32百万円（前年同四半期比94.8%減）と

なり、トレーディング損益は６百万円増加したものの、結果として、営業収益は39百万円（同93.7%減）、

営業損失は２億25百万円となりました。

　

　その他事業

その他事業の営業収益は１億32百万円(前年同四半期比45.8%減)、営業損失は40百万円となりました。

　

② 所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　日本

日本国内における業績は、証券関連事業の受入手数料が増加したものの、トレーディング損益、商品先

物関連事業の受取手数料の減少等により、営業収益は11億11百万円(前年同四半期比40.3%減)、営業損失

は２億48百万円となりました。

　

　アジア

モンゴルにおける銀行関連事業は、貸出金利息の減少等により、営業収益は22億51百万円(前年同四半

期比20.0%減)、営業利益は１億85百万円(同76.5%減)となりました。

　

　アメリカ

アメリカにおける投資顧問業は、運用収益の減少等により、営業収益は△10百万円、営業損失は18百万

円となりました。

　

（2）財政状態の分析

①　資産
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　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて８億１百万円増加し、1,097億28

百万円となりました。これは主に、信用取引資産が62億43百万円増加し、貸出金が53億88百万円減少した

ことによるものです。 

②　負債 

　負債合計は前連結会計年度末に比べて５億69百万円増加し、826億85百万円となりました。これは主に、

信用取引負債が53億91百万円、受入保証金が５億38百万円それぞれ増加し、預金が57億68百万円減少した

ことによるものです。

③　純資産

　純資産合計は前連結会計年度末に比べて２億32百万円増加し、270億43百万円となりました。これは主

に、為替換算調整勘定が３億14百万円、少数株主持分が２億20百万円それぞれ減少し、その他有価証券評

価差額金２億82百万円の増加及び四半期純利益４億95百万円の計上により利益剰余金が増加したことに

よるものです。 

　

（3）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ８億45百万円減少し、147億72百万円となりました。 

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは３億29百万円の資金減少

（前年同四半期比78億29百万円の減少）となりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益が

６億25百万円（同62.7％減）となったことに加え、信用取引資産・負債の差引増減額が８億９百万円、顧

客分別金信託の増減額が５億99百万円、債券の純増減が９億23百万円増加したことにより支出があった

こと等によるものであります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは５億80百万円の資金増加

（同２億71百万円の増加）となりました。主な要因としては、定期預金の払戻しによる収入５億円、投資

有価証券の売却及び償還による収入２億22百万円があったこと等によるものであります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは24百万円の資金増加（同１

億29百万円の増加）となりました。主な要因としては、長期借入金の増加によるものであります。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

（5）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１四半期連結会計期間において、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１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 149,000,000

計 149,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年８月14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 40,953,50040,953,500

大阪証券取引所
ニッポン・ニュー・
マーケット
「ヘラクレス」

単元株式数は100株でありま
す。

計 40,953,50040,953,500― ―

(注) 提出日現在の発行数には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

 された株式数は含まれておりません。

　

(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。

　　平成17年６月24日定時株主総会決議

　
第１四半期会計期間末現在
(平成21年６月30日)

新株予約権の数（個）
①　1,180
②　   60

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

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）
①　118,000
②　  6,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）
１株につき2,350
１株につき2,499

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月１日
至　平成25年６月30日

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）

①　発行価格　　2,350
　　資本組入額　1,175
②　発行価格　　2,499
　　資本組入額　1,250
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第１四半期会計期間末現在 
(平成21年６月30日)

新株予約権の行使の条件

新株予約権の発行時において当社又は当社関係会社の
取締役、監査役、従業員であった新株予約権者は、新株
予約権行使時においても、当社又は当社関係会社の取
締役、監査役もしくは従業員であることを要する。ただ
し、当社又は当社関係会社の取締役もしくは監査役を
任期満了により退任した場合、その他正当な理由があ
り当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではな
い。
新株予約権の発行時において当社又は当社関係会社と
顧問契約を締結している顧問であった新株予約権者
は、新株予約権の行使時において、当社又は当社関係会
社の取締役、監査役、従業員、嘱託社員または顧問であ
ることを要する。ただし、当該新株予約権者が新株予約
権行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監
査役、従業員、嘱託社員または顧問のいずれでもない場
合であっても、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に
かかる新株予約権の数及び行使の時期につき、当社取
締役会の承認を得た場合にはこの限りではない。
新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使
できるものとする。ただし、「新株予約権割当契約」に
定める条件による。
そのほかの条件は、株主総会及び新株予約権発行の取
締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締
結する「新株予約権割当契約」に定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。

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

─

①平成17年７月21日取締役会決議

　②平成17年９月20日取締役会決議

　

(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】

　

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６月30日 ― 40,953,500― 12,223― 11,057

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第１四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。

 

(6) 【議決権の状況】

当第１四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ない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。
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① 【発行済株式】

平成21年３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)

(自己保有株式)

― ―
普通株式 573,100

(相互保有株式）

普通株式 270,300

完全議決権株式(その他)
普通株式 

400,995 ―
40,099,500

単元未満株式 普通株式 10,600 ― ―

発行済株式総数 40,953,500― ―

総株主の議決権 ― 400,995 ―

　

② 【自己株式等】

平成21年３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(％)

（自己保有株式）
澤田ホールディングス株
式会社

東京都新宿区西新宿六丁
目８番１号住友不動産新
宿オークタワー

573,100 ― 573,100 1.39

（相互保有株式）
エイチ・エス・フュー
チャーズ株式会社

東京都新宿区西新宿五丁
目３番２号インペリアル
西新宿ビル

208,500 ― 208,500 0.51

（相互保有株式）
エイチ・エス・アシスト
株式会社

東京都中央区銀座六丁目
10番16号パレ銀座ビル

61,800 ― 61,800 0.15

計 ― 843,400 ― 843,400 2.06

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
４月 ５月 ６月

最高(円) 316 380 441

最低(円) 201 250 343

(注)　株価は、大阪証券取引所（ニッポン・ニュー・マーケット）「ヘラクレス」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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)は、改正前の四半期連結

財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び当

第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表

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１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、清和監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※3
 14,959

※3
 15,688

預託金 14,405 13,818

顧客分別金信託 14,146 13,547

その他の預託金 259 271

トレーディング商品 997 459

商品有価証券等 ※3
 997

※3
 459

有価証券 3,755 3,238

約定見返勘定 31 4

信用取引資産 15,211 8,968

信用取引貸付金 13,230 7,233

信用取引借証券担保金 1,981 1,735

貸出金 39,104 44,492

差入保証金 1,127 1,094

委託者先物取引差金 89 263

その他 2,899 2,422

貸倒引当金 △1,287 △1,227

流動資産合計 91,294 89,223

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1
 1,274

※1
 1,437

器具及び備品 ※1
 1,112

※1
 1,218

土地 57 65

建設仮勘定 251 246

有形固定資産合計 2,695 2,967

無形固定資産

ソフトウエア 58 9

その他 1 1

無形固定資産合計 59 10

投資その他の資産

投資有価証券 ※3
 3,520

※3
 3,487

関係会社株式 11,027 11,476

その他の関係会社有価証券 7 7

長期差入保証金 745 907

破産更生債権等 866 675

その他 372 1,067

貸倒引当金 △860 △896

投資その他の資産合計 15,679 16,725

固定資産合計 18,434 19,703

資産合計 109,728 108,926
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 463 －

商品有価証券等 463 －

信用取引負債 10,126 4,735

信用取引借入金 ※3
 7,412

※3
 2,189

信用取引貸証券受入金 2,714 2,546

預り金 8,379 8,251

顧客からの預り金 7,687 8,125

その他の預り金 691 126

受入保証金 7,628 7,090

信用取引受入保証金 6,813 6,207

先物取引受入証拠金 385 456

その他の受入保証金 429 427

預金 42,773 48,542

短期借入金 ※3
 2,898

※3
 3,480

1年内返済予定の長期借入金 516 －

預り証拠金 1,316 1,450

未払法人税等 54 34

賞与引当金 17 42

システム解約損失引当金 150 200

訴訟損失引当金 385 408

その他 928 889

流動負債合計 75,640 75,126

固定負債

長期借入金 4,469 4,137

繰延税金負債 24 4

役員退職慰労引当金 21 28

負ののれん 1,977 2,191

退職給付引当金 109 109

その他 201 262

固定負債合計 6,804 6,733

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※2
 77

※2
 63

商品取引責任準備金 ※2
 163

※2
 192

特別法上の準備金合計 240 255

負債合計 82,685 82,116
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,223 12,223

資本剰余金 11,057 11,057

利益剰余金 3,782 3,287

自己株式 △839 △834

株主資本合計 26,223 25,733

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △305 △588

繰延ヘッジ損益 △5 －

為替換算調整勘定 △1,405 △1,090

評価・換算差額等合計 △1,716 △1,679

新株予約権 12 12

少数株主持分 2,523 2,743

純資産合計 27,043 26,810

負債純資産合計 109,728 108,926
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

営業収益

受入手数料 424 555

受取手数料 634 32

トレーディング損益 450 275

金融収益 150 116

貸出金利息 2,607 2,102

その他の役務収益 162 118

外国為替売買益 37 25

その他の業務収益 6 4

売上高 202 117

営業収益合計 4,677 3,348

金融費用 63 48

預金利息 994 1,023

売上原価 138 67

純営業収益 3,482 2,208

販売費及び一般管理費

取引関係費 420 289

人件費 1,384 1,086

不動産関係費 291 174

事務費 245 277

減価償却費 171 118

租税公課 28 22

貸倒引当金繰入額 88 187

その他 186 129

販売費及び一般管理費合計 2,817 2,285

営業利益又は営業損失（△） 664 △77

営業外収益

受取配当金 60 13

持分法による投資利益 659 455

負ののれん償却額 213 213

その他 27 41

営業外収益合計 960 724

営業外費用

支払利息 3 0

為替差損 － 6

投資事業組合運用損 － 3

その他 2 5

営業外費用合計 6 15

経常利益 1,619 631
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

特別利益

固定資産売却益 － 1

関係会社株式売却益 20 －

貸倒引当金戻入額 8 29

商品取引責任準備金戻入額 － 29

訴訟損失引当金戻入額 － 22

システム解約損失引当金戻入額 － 50

役員退職慰労引当金戻入額 － 6

その他 52 0

特別利益合計 81 140

特別損失

固定資産除却損 1 0

投資有価証券評価損 13 94

商品取引責任準備金繰入額 0 －

金融商品取引責任準備金繰入額 0 13

過年度事業税 － 35

その他 8 2

特別損失合計 22 146

税金等調整前四半期純利益 1,679 625

法人税、住民税及び事業税 203 52

法人税等合計 203 52

少数株主利益 325 78

四半期純利益 1,149 495
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,679 625

減価償却費 171 118

のれん償却額 △213 △213

持分法による投資損益（△は益） △659 △455

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 163

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 △6

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） － 13

受取利息及び受取配当金 △193 △13

支払利息 54 0

為替差損益（△は益） － 792

関係会社株式売却損益（△は益） △20 －

投資有価証券評価損益（△は益） 13 94

固定資産売却損益（△は益） － 0

固定資産除却損 1 0

預託金の増減額（△は増加） △25 12

トレーディング商品の増減額 27 △74

預り金の増減額（△は減少） 1,708 △5

受入保証金の増減額（△は減少） 1,045 538

信用取引資産の増減額（△は増加） 1,165 △6,243

信用取引負債の増減額（△は減少） △1,208 5,391

短期差入保証金の増減額（△は増加） △259 △55

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △1,700 △599

債券の純増減（△） 856 △923

貸出金の純増（△）減 △5,064 340

預金の純増減（△） 9,864 △256

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 0 △29

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

247 173

委託者未収金の増減額（△は増加） 20 △4

その他 △551 △21

小計 6,976 △635

利息及び配当金の受取額 1,012 964

利息の支払額 △60 △3

法人税等の支払額 △428 △654

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,500 △329
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
 至 平成21年６月30日)

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 △242 △191

有形固定資産の売却による収入 1 24

無形固定資産の取得による支出 △4 △51

投資有価証券の取得による支出 △114 △26

投資有価証券の売却及び償還による収入 30 222

子会社株式の取得による支出 － △55

関係会社株式の売却による収入 51 0

貸付金の回収による収入 0 0

定期預金の増減額（△は増加） 590 495

敷金及び保証金の回収による収入 － 162

その他 △2 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 308 580

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） △33 2

長期借入金の返済による支出 △28 －

長期借入れによる収入 － 22

少数株主への配当金の支払額 △42 0

自己株式の取得による支出 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △104 24

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,137 △1,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,567 △845

現金及び現金同等物の期首残高 11,707 15,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 18,275

※1
 14,772
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期連結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１四半期連結会計期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(自　平成21年４月１日　至　平成21年６
月30日)

　重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更

　当社及び一部の国内連結子会社は、従来、有形固定資産について定額法を採用しておりましたが、当第１四半期連

結会計期間より定率法に変更いたしました。この変更は、連結決算システムの導入に際し、連結会社の会計方針を

見直したことに伴い、親子会社間の会計方針の統一を図ることを目的として行ったものであります。

　これによる営業損失、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(自　平成21年４月１日　至　平成21年６
月30日)

　固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(自　平成21年４月１日　至　平成21年６
月30日)

当社は、平成19年４月１日付けで、エイチ・エス・フューチャーズ株式会社（旧オリエント貿易株式会社）を株式交

換により完全子会社化いたしました。当該株式交換に当たり、反対株主より株式交換請求があり、現在、裁判所に対し価

格の決定申立てが成されております。

　なお、当四半期連結財務諸表の作成に当たり、上記の株式買取につきましては、株式交換条件に基づく交付株式数と、株

式交換条件公表時の時価（主要条件公表日の直前５営業日の終値の平均値）から算定される評価額で処理し、当該買取

価格の決定により生ずる負担額については、四半期連結財務諸表上計上しておりません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物及び構築物 324百万円

器具備品・運搬具 889

計 1,213

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物及び構築物 345百万円

器具備品・運搬具 869

計 1,214

※２　引当金の計上根拠 　 ※２　引当金の計上根拠 　

(1)商品取引責任準備金  商品取引所法第221条 (1)商品取引責任準備金 商品取引所法第221条

(2)金融商品取引責任準備金金融商品取引法第46条の５ (2)金融商品取引責任準備金金融商品取引法第46条の５

※３ 担保に供されている資産は、別表記載のとおりであ

ります。　

  ４　保証債務等 

　ハーン銀行にて、営業保証業務（信用状の発行等）を

行っております。当該業務における保証債務残高は次のと

おりです。

※３ 担保に供されている資産は、別表記載のとおりであ

ります。　

  ４　保証債務等 

　ハーン銀行にて、営業保証業務（信用状の発行等）を

行っております。当該業務における保証債務残高は次のと

おりです。

債務保証 64百万円

信用状の発行 198百万円

  ５　当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る 

      貸出未実行残高（貸手側）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　694百万円

 

債務保証 76百万円

信用状の発行 318百万円

  ５　当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る

　　　貸出未実行残高（貸手側）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　919百万円
 

　

別表　担保に供されている資産

第52期 (平成21年３月31日現在)

科目
被担保
債務残高
(百万円)

担保内容

現金及び預金
(百万円)

商品有価証券
(百万円)

投資有価証券
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

短期借入金 2,100 ― ― 448 1,192 1,641

信用取引借入金 2,189 ― ― ― 2,504 2,504

計 4,289 ― ― 448 3,697 4,145

(注)１ 担保に供している資産は、期末時価で計上しております。

２ その他の金額は、担保として差入を受けた有価証券2,269百万円及び信用取引の自己融資見返り株券1,427百万円

を担保として差入れたものであります。

３ 上記のほかに、取引証拠金等として信用取引の自己融資見返り株券421百万円、有価証券62百万円、その他の預託金

37百万円、差入保証金1,094百万円及び担保として差入を受けた有価証券272百万円を差入れております。

　また、「現金及び預金」に含まれている定期預金20百万円、投資その他の資産「その他」に含まれている長期預金

500百万円を当座借越契約の担保に供しております。

　なお、当連結会計年度末において同契約による当座借越残高はありません。

　

第53期第１四半期 (平成21年６月30日現在)

科目
被担保
債務残高
(百万円)

担保内容

現金及び預金
(百万円)

商品有価証券
(百万円)

投資有価証券
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

短期借入金 2,100 ― ― 701 1,100 1,802

信用取引借入金 7,412 ― ― ― 4,812 4,812

計 9,512 ― ― 701 5,913 6,614

(注)１ 担保に供している資産は、期末時価で計上しております。

２ その他の金額は、担保として差入を受けた有価証券4,443百万円及び信用取引の自己融資見返り株券1,469百万円

を担保として差入れたものであります。

３ 上記のほかに、取引証拠金等として信用取引の代用有価証券389百万円、有価証券109百万円、その他の預託金37百

万円、差入保証金1,127百万円及び担保として差入を受けた有価証券339百万円を差入れております。また、「現金及び

預金」に含まれている定期預金20百万円を当座借越契約の担保に供しております。

　なお、当第１四半期連結会計期間において同契約による当座借越残高はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日)

１　現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末残

高と当第１四半期連結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６月30日現在）

現金及び預金 18,585百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △　310

現金及び現金同等物 18,275
　

１　現金及び現金同等物の当第１四半期連結累計期間末残

高と当第１四半期連結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６月30日現在）

現金及び預金 　14,959百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △ 　23

商品取引責任準備預金 △　163

現金及び現金同等物 14,772

　

(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日

　至　平成21年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 40,953,500

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 805,140

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期

連結会計期間末残高
(百万円)

提出会社 普通株式 124,000 ―

連結子会社 ― ― 12

合計 124,000 12

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。　　　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

　

　
証券関連
事業
(百万円)

銀行関連
事業
(百万円)

商品先物
関連事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

営業収益 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する営業収益

1,024 2,814 634 203 4,677 ― 4,677

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

― ― 0 40 41 (41) ―

計 1,024 2,814 634 244 4,718 (41) 4,677

営業利益又は営業損失(△) △ 88 791 △ 56 9 655 9 664

(注)　１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主なサービス

　①　証券関連事業　有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証

券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱、有価証券に関する投資顧問業務その他の証券業務

　②　銀行関連事業　預金業務、貸付業務他

　③　商品先物関連事業　商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務

　④　その他事業　　ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務、債権管理回収業務

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)

　

　
証券関連
事業
(百万円)

銀行関連
事業
(百万円)

商品先物
関連事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

営業収益 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する営業収益

952 2,250 39 105 3,348 ― 3,348

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

― ― 0 27 27 (27) ―

計 952 2,250 39 132 3,375 (27) 3,348

営業利益又は営業損失(△) △ 4 188 △ 225 △ 40 △ 82 4 △ 77

(注)　１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各区分の主なサービス

　①　証券関連事業　有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価証

券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱、有価証券に関する投資顧問業務その他の証券業務

　②　銀行関連事業　預金業務、貸付業務他

　③　商品先物関連事業　商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務

　④　その他事業　　ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務、債権管理回収業務
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【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)
　

　
日本
(百万円)

アジア　
(百万円)

アメリカ
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

営業収益 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する営業収益

1,858 2,814 4 4,677 ― 4,677

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

1 ― ― 1 (1) ―

計 1,860 2,814 4 4,679 (1) 4,677

営業利益又は営業損失(△) △ 123 792 △ 4 660 4 664

(注)　１　国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域……アジア：モンゴル・香港,アメリカ：アメリカ合衆国

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
　

　
日本
(百万円)

アジア　
(百万円)

アメリカ
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

営業収益 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する営業収益

1,107 2,251 △ 10 3,348 ― 3,348

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

3 0 ― 3 (3) ―

計 1,111 2,251 △ 10 3,351 (3) 3,348

営業利益又は営業損失(△) △ 248 185 △ 18 △ 81 3 △ 77

(注)　１　国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域……アジア：モンゴル・香港,アメリカ：アメリカ合衆国

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)
　

　 アジア アメリカ 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,814 4 2,818

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― 4,677

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

60.2 0.1 60.3

(注)　１　国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域……アジア：モンゴル・香港,アメリカ：アメリカ合衆国

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日)
　

　 アジア アメリカ 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,251 △ 10 2,240

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― 3,348

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

67.2 △ 0.3 66.9

(注)　１　国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。

２　各区分に属する主な国又は地域……アジア：モンゴル・香港,アメリカ：アメリカ合衆国
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(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 610円42銭

　

　 599円14銭

　

 (注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 27,043 26,810

普通株式に係る純資産額(百万円) 24,507 24,054

差額の主な内訳(百万円) 　 　

　新株予約権 12 12

　少数株主持分 2,523 2,743

普通株式の発行済株式数(千株) 40,953 40,953

普通株式の自己株式数(千株) 805 804

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数(千株)

40,148 40,148

　

２　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

第１四半期連結累計期間
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
  至　平成21年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 28円67銭１株当たり四半期純利益金額 12円33銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―円―銭 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 12円29銭

(注)　１．前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有して

　　 いる潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．１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

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
  至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
  至　平成21年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 1,149 495

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,149 495

普通株式の期中平均株式数(千株) 40,110 40,148

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に用い
られた四半期純利益調整額の主要な内訳(百万円)
 
連結子会社及び持分法適用関連会社の潜在株式に係る四半
期純利益調整額

― △1

四半期純利益調整額(百万円) ― △1

普通株式増加数(千株) ― ―

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まれなかった潜在株式について
前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

― ―
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日)

　　著しい変動がないため記載を省略しております。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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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８月13日

澤田ホールディングス株式会社

取締役会　御中

　

清和監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　筧　　悦生　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　江黒　崇史　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木村　　喬　　印

　

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」に掲げられている澤田

ホールディングス株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期連結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連結財務

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、澤田ホールディングス株式会社及び連結子会

社の平成20年６月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

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　四半期連結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８月13日

澤田ホールディングス株式会社

取締役会　御中

　

清和監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　筧　　悦生　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　江黒　崇史　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木村　　喬　　印

　

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」に掲げられている澤田

ホールディングス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結

会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

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連結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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、澤田ホールディングス株式会社及び連結子会

社の平成21年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び

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　四半期連結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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