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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すので、提出会社の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 自己資本比率は、以下の算式により算出しております。 

 （※預り担保有価証券および借入有価証券等を除く。） 

３ 営業収益には、消費税等は含まれておりません。  

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  

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100期

第２四半期連結
累計期間 

第101期
第２四半期連結

累計期間 

第100期
第２四半期連結

会計期間 

第101期 
第２四半期連結 

会計期間 
第100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）  15,749  11,904  7,453  5,486  27,868

経常利益（百万円）  3,512  2,868  1,339  1,029  5,182

四半期（当期）純利益（百万円）  2,238  2,655  1,205  837  3,572

純資産額（百万円） － －  111,551  115,164  112,656

総資産額（百万円） － －  5,339,446  5,683,757  5,479,610

１株当たり純資産額（円） － －  1,205.17  1,244.23  1,217.12

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 24.17  28.69  13.02  9.04  38.59

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  2.36  2.19  2.28

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 10,253  138 － －  17,443

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △256  △251 － －  △806

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △933  △655 － －  △1,588

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  12,019  17,237  18,005

従業員数（人） － －  275  267  267

自己資本比率 ＝ 
自己資本 

× 100（％） 
負債（※）・純資産合計
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 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）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異動はありません。 

 当第２四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。 

(1) 連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員数（当社連結会社から連結会社外への出向者を除く）であり、執行役員を含んでおりませ

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

臨時従業員には派遣社員及びパートタイマーを含んでおります。 

(2) 提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除く）であり、執行役員を含んでおりません。また、臨時従

業員数は［ ］内に当第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。なお、臨時従業員には派遣社

員及びパートタイマーを含んでおります。 

  

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）    ２６７  ［３］ 

  平成22年９月30日現在

従業員数（人）    ２１６  ［２］ 
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  当第２四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。  

   

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

(1) 業績 

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）における株式市場についてみます

と、期初9,191円で始まった日経平均株価は、米国株式市場が堅調に推移したことなどから上昇基調を辿りました

が、その後は円高ドル安の動きが上値を抑え、概ね9,500円をはさんだボックス圏で推移しました。８月下旬にな

ると、円高による企業収益悪化懸念から輸出関連株が売られ当第２四半期 安値となる8,824円をつけましたが、

９月中旬に政府・日銀が６年半ぶりとなる円売り介入を実施したことで外国為替市場の急速な円相場の上昇が一服

し輸出関連株を中心に買い戻され、９月末は9,369円で取引を終えました。 

この間、東京市場における制度信用取引買い残高は、日経平均株価が調整色を強めるなかで処分売りが期を通

して進んだことから、期初の１兆5,000億円台から減少基調で推移し、期末は１兆2,000億円台となりました。一

方、同売り残高は概ね3,000億円台と低水準で推移しました。 

このような環境下にあって、当第２四半期連結会計期間の貸付金総残高（期中平均）は7,069億円と、前年同四

半期比936億円増加しました。 

当第２四半期連結会計期間の連結営業収益は、貸借取引における有価証券貸付料が減収となったことから5,486

百万円（前年同四半期比26.4％減）となりました。一方、同営業費用は、貸借取引における有価証券借入料が減少

したことから2,421百万円（同39.3％減）となり、一般管理費は2,012百万円（同2.1％減）となりました。 

この結果、当第２四半期連結会計期間の連結営業利益は1,052百万円（同25.1％減）、同経常利益は1,029百万

円（同23.2％減）となり、同四半期純利益は837百万円（同30.6％減）となりました。 

次に各セグメントの営業概況をご報告いたします。 

①証券金融業 

貸借取引業務においては、貸借取引貸付金が期中平均で2,963億円と前年同四半期比556億円減少したことか

ら、貸付金利息は減収となりました。一方、貸借取引貸付有価証券も期中平均で1,719億円と同2,280億円減少し、

貸株料が減収となったほか貸株が融資を上回る株不足銘柄にかかる品貸料も減少したことから有価証券貸付料は減

収となりました。この結果、当業務の営業収益は1,994百万円（前年同四半期比45.5％減）となりました。 

公社債貸付・一般貸付業務においては、個人・一般事業法人向け貸付の残高水準が前年同四半期を下回ったこ

となどから公社債貸付・一般貸付の期中平均残高は463億円（同７億円減）となり、また現金担保付株券等貸借取

引の利用も減少したことから、当業務の営業収益は282百万円（同11.1％減）となりました。 

有価証券貸付業務においては、一般貸株部門において受渡遅延回避目的での借株需要が減少したものの、債券

営業部門のＳＣ取引（貸借対象債券を特定する取引）において、新発債を中心に需給の逼迫した銘柄の成約が増加

し、当業務の営業収益は364百万円と前年同四半期比横ばいになりました。 

その他の収益は、保有国債の売却益が増加したことから、1,521百万円（同39.0％増）となりました。 

②信託銀行業 

信託銀行業務においては、政府向け貸出が増加したことにより、信託銀行貸付金の期中平均残高は3,497億円と

前年同四半期比1,510億円増加したものの、貸出金利の低下により貸付金利息は減収となりました。また、保有有

価証券にかかる利息収入が減少したこともあり、当業務の営業収益は1,078百万円（前年同四半期比38.6％減）と

なりました。 

③不動産賃貸業 

 不動産賃貸業務においては、稼働率の低下や賃貸料水準の下落といった業況悪化を受けて賃貸料等が減収とな

り、当業務の営業収益は243百万円(前年同四半期比5.2％減)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）における現金および現金同等物は17,237百万円（前年同四

半期比5,217百万円増）となりました。 

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至平成22年９月30日）における各キャッシュ・フローの状

況とそれらの要因は次のとおりであります。 

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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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出等により、63百万円の流出超（前年同期間9,210百万円の流入超）

となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形・無形固定資産の取得による支出等により、105百万円の流出超（前年同期間76百万円の流出超）となりま

した。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

自己株式の取得による支出等により、２百万円の流出超（前年同期間１百万円の流出超）となりました。 

  

(3) 当社グループ業務別営業収益の状況 

      
前年同期間

 （自 平成21年７月１日 
  至 平成21年９月30日）

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

前連結会計年度（通期）
 （自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日）

      金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

証券金融業  5,437  73.0  4,163  75.9  20,817  74.7

 貸借取引業務  3,660  49.1  1,994  36.4  12,954  46.5

   貸借取引貸付金利息  908  12.2  757  13.8  3,324  11.9

   借入有価証券代り金利息   495  6.6  133  2.4  1,774  6.4

   有価証券貸付料   2,019  27.1  913  16.7  7,337  26.3

 公社債貸付・一般貸付業務   317  4.3  282  5.2  1,234  4.4

 有価証券貸付業務   364  4.9  364  6.6  1,454  5.2

   株券  80  1.1  71  1.3  308  1.1

   債券  284  3.8  293  5.3  1,146  4.1

 その他   1,095  14.7  1,521  27.7  5,174  18.6

信託銀行業  1,758  23.6  1,078  19.7  6,016  21.6

 貸付金利息  324  4.3  304  5.5  1,330  4.8

 信託報酬    58  0.8  74  1.4  249  0.9

 その他   1,376  18.5  699  12.8  4,436  15.9

不動産賃貸業  256  3.4  243  4.4  1,034  3.7

合計  7,453  100.0  5,486  100.0  27,868  100.0
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  (4) 当社グループ貸付金の状況（平均残高） 

  

(5) 当社グループ貸付金の状況（期末残高） 

  
前年同期間

 （自 平成21年７月１日 
  至 平成21年９月30日） 

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

前連結会計年度（通期）
 （自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

  金額(億円) 構成比(％) 金額(億円) 構成比(％) 金額(億円) 構成比(％)

 貸借取引貸付金  3,519  57.4  2,963  41.9  3,242  53.9

 公社債貸付金・一般貸付金 

 (うち一般信用ファイナンス)

 

( )

471

173

 

( )

7.7

2.8

 

 ( )

463

170

 

( )

6.6

2.4

 

( )

468

171

 

( )

7.8

2.9

 買現先勘定  9  0.1  －  －  3  0.1

 信託銀行貸付金  1,986  32.4  3,497  49.5  2,153  35.8

 その他  145  2.4  145  2.0  145  2.4

 合計  6,132  100.0  7,069  100.0  6,011  100.0

 （参考） 

 貸借取引貸付有価証券 
 4,000 ―  1,719 ―  3,613 ― 

  
前年同期間

 （自 平成21年７月１日 
  至 平成21年９月30日） 

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

前連結会計年度（通期）
 （自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日） 

  金額(億円) 構成比(％) 金額(億円) 構成比(％) 金額(億円) 構成比(％)

 貸借取引貸付金  3,847  60.1  2,777  39.7  3,287  50.2

 公社債貸付金・一般貸付金 

 (うち一般信用ファイナンス)

 

( )

473

176

 

( )

7.4

2.8

 

 ( )

437

164

 

( )

6.2

2.4

 

( )

514

209

 

( )

7.8

3.2

 買現先勘定  －  －  －  －  －  －

 信託銀行貸付金  1,929  30.2  3,635  52.0  2,608  39.8

 その他  145  2.3  145  2.1  145  2.2

 合計  6,395  100.0  6,996  100.0  6,555  100.0

 （参考） 

 貸借取引貸付有価証券 
 3,737 ―  2,244 ―  3,063 ― 
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(6) 貸借取引金利・貸株料の推移 

（注）平成10年12月以前の貸借取引融資金利および貸株等代り金金利は、弁済期限が６ヶ月の金利を記載しております。

(7) 対処すべき課題 

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

(8) 研究開発活動 

 該当事項はありません。 

  

年月日（約定日） 貸借取引融資金利 貸株等代り金金利 貸株料 

平成７年10月11日  0.95％  0.00％  ― 

平成10年１月20日  1.25％（＋0.30％）  0.00％  ― 

平成10年６月23日  1.00％（△0.25％）  0.00％  ― 

平成11年３月９日  0.70％（△0.30％）  0.00％  ― 

平成12年10月２日  0.85％（＋0.15％）  0.00％  ― 

平成13年１月４日  1.01％（＋0.16％）  0.00％  ― 

平成13年３月５日  0.88％（△0.13％）  0.00％  ― 

平成13年４月２日  0.75％（△0.13％）  0.00％  ― 

平成13年５月１日  0.60％（△0.15％）  0.00％  ― 

平成14年５月７日  0.60％  0.00％  0.40％ 

平成18年７月27日  0.74％（＋0.14％）  0.00％  0.40％ 

平成18年９月22日  0.86％（＋0.12％）  0.00％  0.40％ 

平成19年３月15日  1.02％（＋0.16％）  0.00％  0.40％ 

平成19年４月５日  1.11％（＋0.09％）  0.00％  0.40％ 

平成21年１月29日  0.97％（△0.14％）  0.00％  0.40％ 

平成22年９月30日現在  0.97％  0.00％  0.40％ 
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(1）主要な設備の状況 

 当第２四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２四半期連結会計期間において、前四半期連結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。 

  

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 該当事項はありません。 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

第３【設備の状況】

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  200,000,000

計  200,000,000

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12日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式  93,700,000  93,700,000
東京証券取引所 

（市場第一部） 

完全議決権株式であり、権利

内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式 

単元株式数 100株  

計  93,700,000  93,700,000 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

（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 
（千株） 

発行済株式
総数残高 
（千株） 

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  
 －  93,700  －  10,000  －  5,181
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 （注）１ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

    ２ スカゲン・エーエスより平成21年12月14日付で大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、以下の

とおり株式を保有している旨報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実

質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。 

（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 

（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１－８－１１  13,069  13.94

NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD RE 

NORWEGIAN CLIENTS ACCOUNT 

50 BANK STREET, CANARY WHARF, 

LONDON, E14 5NT, UK  5,645  6.02

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） （東京都中央区日本橋３－１１－１） 

株式会社みずほコーポレート銀行  東京都千代田区丸の内１－３－３   4,374  4.66

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２－１１－３   3,547  3.78

財団法人資本市場振興財団 東京都中央区日本橋茅場町１－２－４  3,531  3.76

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５  3,093  3.30

資産管理サービス信託銀行株式会社  

東京都中央区晴海１－８－１２ 晴海

アイランドトリトンスクエアオフィス

タワーＺ棟  

 1,902  2.03

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK A/C DUB 

NON RESIDENT/DOMESTIC RATE 

14. PORTE DE FRANCE. L-4360 ESCH-

SUR-ALZETTE GRAND DUCHY OF  

LUXEMBOURG   1,818  1.94

（常任代理人 スタンダード チャータード

銀行）  

（東京都千代田区永田町２－１１－１

山王パークタワービル２１階）  

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 

02101 U.S.A.   1,755  1.87

（常任代理人 香港上海銀行東京支店）  （東京都中央区日本橋３－１１－１）

NORTHERN TRUST CO AVFC RE NORTHERN TRUST 

GUERNSEY NON TREATY CLIENTS 

50 BANK STREET CANARY WHARF, 

LONDON E14 5 NT, UK   1,485  1.58

（常任代理人 香港上海銀行東京支店）  （東京都中央区日本橋３－１１－１）

計 －  40,223  42.92

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 13,069千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 3,547千株

資産管理サービス信託銀行株式会社 1,902千株

 氏名又は名称 住所 
所有株式数

（千株） 

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合（％）  

スカゲン・エーエス 
ノルウェー王国、スタヴァンゲル4006、 

スカゲン３ 
  5,677 6.06 

計 －   5,677 6.06 
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①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、当社名義の貸借取引担保保有株式等が244,100株含まれておりま

す。なお、「議決権の数」欄には、当社名義の貸借取引担保保有株式等にかかる議決権の数2,441個が含まれ

ておりません。 

   ２．「単元未満株式」欄の普通株式に含まれている自己株式及び相互保有株式は次のとおりであります。 

   自己株式            25株 

     相互保有株式              

       日本証券代行株式会社     25株 

  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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。  

  

（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） 

（自己保有株式） 

普通株式       649,700
－ 単元株式数 100株 

（相互保有株式） 

普通株式      1,460,600
－ 同上 

完全議決権株式（その他） 普通株式     91,500,700  912,566 同上 

単元未満株式 普通株式         89,000 － － 

発行済株式総数  93,700,000 － － 

総株主の議決権 －  912,566 － 

  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(％)

（自己保有株式） 

日本証券金融株式会社 

東京都中央区日本橋 

茅場町１－２－10 
 649,700  －  649,700  0.69

（相互保有株式）  

日本証券代行株式会社  

東京都中央区日本橋 

茅場町１－２－４ 
 1,460,600  －  1,460,600  1.55

計 －  2,110,300  －  2,110,300  2.25

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  728  668  576  533  528  518

低（円）  664  564  502  489  442  451

３【役員の状況】
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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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期

連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（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

半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査

法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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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２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,237 18,005

有価証券 ※2  2,315,986 ※2  2,811,225

短期貸付金 ※2,※3  699,626 ※2,※3  655,567

貸付有価証券 226,415 309,933

保管有価証券 ※2  31,033 ※2  36,622

寄託有価証券 ※2  167,464 ※2  193,849

繰延税金資産 698 935

借入有価証券代り金 ※2  1,344,908 ※2  815,373

その他 ※2  3,437 ※2  3,089

貸倒引当金 △1,460 △2,085

流動資産合計 4,805,348 4,842,517

固定資産   

有形固定資産 ※1  6,631 ※1  6,655

無形固定資産 1,301 1,479

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  869,797 ※2  627,313

その他 2,132 3,664

貸倒引当金 △1,453 △2,020

投資その他の資産合計 870,476 628,957

固定資産合計 878,408 637,092

資産合計 5,683,757 5,479,610

負債の部   

流動負債   

コールマネー 1,494,700 1,344,300

短期借入金 2,569,010 2,443,810

1年内返済予定の長期借入金 3,500 －

コマーシャル・ペーパー 33,500 27,500

売現先勘定 － 86,192

未払法人税等 804 1,073

賞与引当金 405 411

役員賞与引当金 － 62

貸付有価証券代り金 947,377 824,158

預り担保有価証券 277,758 328,755

借入有価証券 ※4  145,196 ※4  208,376

貸付有価証券見返 1,958 3,273

その他 43,124 44,627

流動負債合計 5,517,335 5,312,542
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（単位：百万円）

当第２四半期 
連結会計期間末 

(平成22年９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22年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 45,000 48,500

繰延税金負債 3,050 2,499

再評価に係る繰延税金負債 98 98

退職給付引当金 2,291 2,312

役員退職慰労引当金 89 103

その他 727 897

固定負債合計 51,256 54,410

負債合計 5,568,592 5,366,953

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,000 10,000

資本剰余金 5,181 5,181

利益剰余金 96,650 94,646

自己株式 △663 △662

株主資本合計 111,169 109,164

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,852 3,348

土地再評価差額金 143 143

評価・換算差額等合計 3,995 3,491

純資産合計 115,164 112,656

負債純資産合計 5,683,757 5,479,610
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

営業収益   

貸付金利息 2,875 2,772

借入有価証券代り金利息 1,864 986

有価証券貸付料 4,585 2,501

その他 6,423 5,644

営業収益合計 15,749 11,904

営業費用   

支払利息 2,868 2,626

有価証券借入料 3,665 1,935

その他 1,374 685

営業費用合計 7,909 5,247

営業総利益 7,840 6,657

一般管理費 ※  4,049 ※  3,932

営業利益 3,790 2,724

営業外収益   

受取配当金 102 87

持分法による投資利益 － 20

その他 51 42

営業外収益合計 153 149

営業外費用   

持分法による投資損失 425 －

投資事業組合運用損 5 5

その他 0 0

営業外費用合計 431 6

経常利益 3,512 2,868

特別利益   

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 1 754

特別利益合計 1 755

特別損失   

過年度損益修正損 － 0

固定資産売却損 － 28

固定資産除却損 5 1

特別損失合計 5 29

税金等調整前四半期純利益 3,507 3,593

法人税、住民税及び事業税 1,200 778

法人税等調整額 69 160

法人税等合計 1,269 938

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,655

少数株主利益 － －

四半期純利益 2,238 2,655

2010/11/13 0:22:3510688995_第２四半期報告書_20101113002231

- 13 -



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

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

営業収益   

貸付金利息 1,491 1,295

借入有価証券代り金利息 815 425

有価証券貸付料 2,142 1,057

その他 3,003 2,707

営業収益合計 7,453 5,486

営業費用   

支払利息 1,209 1,314

有価証券借入料 1,706 809

その他 1,076 297

営業費用合計 3,992 2,421

営業総利益 3,460 3,064

一般管理費 ※  2,054 ※  2,012

営業利益 1,406 1,052

営業外収益   

受取配当金 1 1

受取賃貸料 12 11

その他 14 9

営業外収益合計 28 22

営業外費用   

持分法による投資損失 89 40

投資事業組合運用損 5 5

その他 0 0

営業外費用合計 94 46

経常利益 1,339 1,029

特別利益   

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 365 167

特別利益合計 365 168

特別損失   

固定資産除却損 5 0

特別損失合計 5 0

税金等調整前四半期純利益 1,699 1,197

法人税、住民税及び事業税 643 354

法人税等調整額 △149 4

法人税等合計 493 359

少数株主損益調整前四半期純利益 － 837

少数株主利益 － －

四半期純利益 1,205 837

2010/11/13 0:22:3510688995_第２四半期報告書_20101113002231

- 14 -



（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 3,507 3,593

減価償却費 529 445

固定資産除売却損益（△は益） 5 28

有価証券関係損益（△） △600 △1,318

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △1,191

賞与引当金の増減額（△は減少） △22 △5

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28 △62

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13 △20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △173 △14

受取利息及び受取配当金 △9,387 △6,993

支払利息 2,869 2,627

持分法による投資損益（△は益） 425 △20

短期貸付金の純増（△）減 △136,470 △44,059

コールローン等の純増（△）減 5,000 －

借入有価証券代り金の増減額（△は増加） △372,471 △529,534

コールマネー等の純増減（△） 8,600 150,400

短期借入金の純増減（△） △135,600 125,200

売現先勘定の純増減（△） 60,348 △86,192

コマーシャル・ペーパーの純増減（△） 2,500 6,000

貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） △23,546 123,218

貸借取引担保金の純増減（△） △2,386 △3,625

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △3,934,806 △3,618,241

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入 4,534,787 3,870,195

その他 521 6,954

小計 3,587 △2,616

利息及び配当金の受取額 9,882 6,537

利息の支払額 △3,336 △2,746

法人税等の支払額 △74 △1,035

法人税等の還付額 194 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,253 138

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △14 －

有形固定資産の取得による支出 △141 △198

有形固定資産の売却による収入 － 19

無形固定資産の取得による支出 △101 △73

その他 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △256 △251

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △930 △651

その他 △2 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △933 △655

2010/11/13 0:22:3510688995_第２四半期報告書_20101113002231

- 15 -



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,062 △768

現金及び現金同等物の期首残高 2,957 18,005

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  12,019 ※  17,237
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【表示方法の変更】

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

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  

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

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。  

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（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。 

6,033  ※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円で

あります。 

5,963

 ※２ 担保資産 

 担保に供されている資産で、事業の運営において重

要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べ

て著しい変動が認められるものは、次のとおりであり

ます。 

 ※２ 担保資産 

  

有価証券 2,305,773百万円

 短期貸付金 254,811百万円

 保管有価証券 31,000百万円

 寄託有価証券 109,540百万円

 借入有価証券代り金 113,493百万円

 投資有価証券 761,881百万円

 貸借取引担保金代用有価証券等 283,751百万円

有価証券 2,795,410百万円

 短期貸付金 167,799百万円

 保管有価証券 36,000百万円

 寄託有価証券 131,962百万円

 借入有価証券代り金 170,160百万円

 投資有価証券 521,144百万円

 貸借取引担保金代用有価証券等 319,058百万円

 は次の債務の担保に供しております。  は次の債務の担保に供しております。 

このほか、日本証券クリアリング機構及び日本国債

清算機関の清算基金等の担保として流動資産（その

他） 百万円及び投資有価証券 百万円を差し入

れております。 

コールマネー 1,248,900百万円

 短期借入金 1,890,500百万円

 借入有価証券 113,493百万円

 長期借入金 10,000百万円

500 6,553

このほか、日本証券クリアリング機構及び日本国債

清算機関の清算基金等の担保として有価証券 百

万円、流動資産（その他） 百万円及び投資有価証

券 百万円を差し入れております。 

コールマネー 1,267,300百万円

 短期借入金 1,635,300百万円

 売現先勘定 86,192百万円

 借入有価証券 170,160百万円

 長期借入金 10,000百万円

2,998

500

2,106
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当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

 ※３ 当社及び連結子会社日証金信託銀行株式会社におけ

る金融商品取引業者向け極度貸付、顧客向け極度貸付

及び当座貸越契約に係る貸出未実行残高は次のとおり

であります。 

 ※３ 当社及び連結子会社日証金信託銀行株式会社におけ

る金融商品取引業者向け極度貸付、顧客向け極度貸付

及び当座貸越契約に係る貸出未実行残高は次のとおり

であります。 

極度額総額 546,060百万円

 貸付実行残高 30,948百万円

 差引額 515,112百万円

極度額総額 556,522百万円

 貸付実行残高 36,616百万円

 差引額 519,905百万円

 なお、この契約は、融資限度額まで融資実行されず

に終了するものを含んでいるため、融資未実行残高そ

のものが必ずしも将来のキャッシュ・フローに影響を

与えるものではありません。 

同左 

 ※４ 現金担保付債券貸借取引及び消費貸借契約等により

受け入れている有価証券についての当第２四半期連結

会計期間末時価は、貸付に供している有価証券が

百万円、担保に差し入れている有価証券が

百万円、手許に所有している有価証券が

百万円であります。 

814,737

499,216

73,375

 ※４ 現金担保付債券貸借取引及び消費貸借契約等により

受け入れている有価証券についての当連結会計年度末

時価は、貸付に供している有価証券が 百万

円、担保に差し入れている有価証券が 百万

円、手許に所有している有価証券が 百万円であ

ります。 

628,670

183,353

46,862

（四半期連結損益計算書関係）

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

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

 ※ 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

 ※ 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

報酬給与等 1,313百万円 

 退職給付費用 231百万円 

 賞与引当金繰入 410百万円 

 事務計算費 666百万円 

 減価償却費 529百万円 

報酬給与等 1,299百万円 

 退職給付費用 224百万円 

 賞与引当金繰入 405百万円 

 事務計算費 672百万円 

 減価償却費 445百万円 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

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

 ※ 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

 ※ 一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

報酬給与等 662百万円 

 退職給付費用 116百万円 

 賞与引当金繰入 205百万円 

 事務計算費 335百万円 

 減価償却費 229百万円 

報酬給与等 651百万円 

 退職給付費用 111百万円 

 賞与引当金繰入 204百万円 

 事務計算費 338百万円 

 減価償却費 222百万円 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

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

※ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残

高と当第２四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９月30日現在）

※ 現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残

高と当第２四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22年９月30日現在）

  

現金及び預金勘定 12,019百万円

 現金及び現金同等物 12,019百万円

現金及び預金勘定 17,237百万円

 現金及び現金同等物 17,237百万円
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当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（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  93,700千株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式    1,140千株 

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 

 (1) 配当金支払額 

 (2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

  

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類 
配当金の
総額 

１株当た
り配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月25日

定時株主総会 
普通株式 651百万円  ７円 平成22年３月31日 平成22年６月28日 利益剰余金

（決議） 株式の種類 
配当金の
総額 

１株当た
り配当額

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年11月８日

取締役会 
普通株式 651百万円 ７円 平成22年９月30日 平成22年12月10日 利益剰余金
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前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 当社グループの事業区分は、証券金融業の単一セグメントであるため、事業の種類別セグメント情報の記

載を省略しております。  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 存外子会社がないため該当事項はありません。  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。  

１．報告セグメントの概要  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計

期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。 

当社グループの事業は、当社の「証券金融業」、連結子会社である日証金信託銀行株式会社の「信

託銀行業」及び日本ビルディング株式会社の「不動産賃貸業」の３つであるため、それぞれを報告セ

グメントとしております。 

「証券金融業」は、貸借取引、公社債及び一般貸付、債券貸借及び貸株業務などの貸付業務を行っ

ております。「信託銀行業」は有価証券等の信託業務ならびに預金及び貸出等の銀行業務を行ってお

ります。「不動産賃貸業」は、主に当社グループが所有する不動産の賃貸・管理を行っております。 
  

２．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）          （単位：百万円）

  
当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）          （単位：百万円）

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

  証券金融業 信託銀行業 不動産賃貸業 合計

営業収益         

外部顧客への営業収益  9,183  2,225  494  11,904

セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 43  1  170  215

計  9,227  2,227  665  12,120

セグメント利益  2,179  574  272  3,026

  証券金融業 信託銀行業 不動産賃貸業 合計

営業収益         

外部顧客への営業収益  4,163  1,078  243  5,486

セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 19  1  86  106

計  4,183  1,080  329  5,592

セグメント利益  679  261  127  1,068
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

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

                                                        （単位：百万円） 

  

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

                               （単位：百万円） 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

 借入有価証券代り金等が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年

度の末日に比べて著しい変動が認められます。 

  
（注） 金融商品の時価の算定方法 

（1）借入有価証券代り金及び（2）コマーシャル・ペーパー 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。  

利益 金額

報告セグメント計  3,026

セグメント間取引消去  △178

持分法投資利益  20

その他の調整額  －

四半期連結損益計算書の経常利益  2,868

利益 金額

報告セグメント計  1,068

セグメント間取引消去  0

持分法投資損失  △40

その他の調整額  －

四半期連結損益計算書の経常利益  1,029

（金融商品関係）

科目 
四半期連結貸借対照
表計上額（百万円） 

時価（百万円） 差額（百万円）

（1）借入有価証券代り金  1,344,908  1,344,908  －

（2）コマーシャル・ペーパー  33,500  33,500  －
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 当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

 その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連

結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。 

  

（追加情報） 

 当社及び一部の連結子会社が保有する変動利付国債の評価については、「金融資産の時価の算定に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第25号（平成20年10月28日 企業会計基準委員会））に基づき、情報

ベンダーから入手した価格を合理的に算定された価額として適用しております。これは実際の売買事例が

極めて少ない等の理由から市場価格が公正な評価額を示していないと考えられるためであります。 

 なお、情報ベンダーの採用している理論値モデルは、フォワードレート・プライシング・モデルであ

り、国債スポットレート及びスワップション・ボラティリティを価格決定変数としております。 

  

（有価証券関係）

  取得原価 四半期連結貸借対照表計上額 差額 

 (1) 株式 1,556百万円 1,926百万円 370百万円 

 (2) 債券 3,097,246 〃 3,106,110 〃 8,863 〃 

 ①国債・地方債等 2,787,736 〃 2,796,532 〃 8,796 〃 

 ②社債 309,510 〃 309,577 〃 66 〃 

 ③その他 － 〃 － 〃 － 〃 

 (3) その他 511 〃 503 〃 △7 〃 

 計 3,099,314 〃 3,108,540 〃 9,226 〃 
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額 

 （注）１．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、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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）１．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、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。 

  

 平成22年11月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

１．中間配当による配当金の総額 …………………………… 651百万円 

２．１株当たりの金額 …………………………………………  ７円00銭 

３．支払請求の効力発生日及び支払開始日 ………………… 平成22年12月10日 

（注）平成22年９月30日現在の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、支払いを行います。 

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額       円 銭1,244 23   １株当たり純資産額  円 銭1,217 12   

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

当第２四半期連結累計期間 
（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     円 銭24 17   １株当たり四半期純利益金額  円 銭28 69   

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

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

四半期純利益（百万円）  2,238  2,655

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）  2,238  2,655

普通株式の期中平均株式数（千株）  92,561  92,559

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（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 円 銭13 02   １株当たり四半期純利益金額 円 銭9 04   

  
前第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

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

四半期純利益（百万円）  1,205  837

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）  1,205  837

普通株式の期中平均株式数（千株）  92,561  92,559

（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21年11月６日

日本証券金融株式会社 

取締役会 御中 

東陽監査法人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 勝野 成紀  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 小林 伸行  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 南泉 充秀  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」に掲げられている日本証券金融株

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２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（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、日本証券金融株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

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22年11月５日

日本証券金融株式会社 

取締役会 御中 

東陽監査法人 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 勝野 成紀  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 小林 伸行  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 酒井 宏暢  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」に掲げられている日本証券金融株

式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から

平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（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、日本証券金融株式会社及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

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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