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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第1四半期 9,572 84.2 1,831 91.0 2,308 115.9 2,097 549.1
25年3月期第1四半期 5,195 3.2 958 37.5 1,069 18.3 323 19.9

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 3,612百万円 （80.0％） 25年3月期第1四半期 2,007百万円 （26.6％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第1四半期 52.23 52.23
25年3月期第1四半期 8.05 7.89

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 261,069 39,882 12.6
25年3月期 226,836 36,470 13.4
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  32,888百万円 25年3月期  30,493百万円

2.  配当の状況 

 業績予想と同様、予想を合理的に行うことが困難であるため、予想配当につきましても未定としております。 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
26年3月期 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 当社グループの主たる事業である証券業は、市場環境の変動の影響を大きく受けることから業績予想を合理的に行うことが困難であるため開示をしてお
りません。なお、四半期業績の迅速な開示を行ってまいります。 



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビューは実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当社グループの主たる事業である証券業は、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあり、業績予想を合理的に行うことが困難であることから、予想
配当額を開示しておりません。予想配当額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 40,953,500 株 25年3月期 40,953,500 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 806,227 株 25年3月期 806,165 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 40,147,302 株 25年3月期1Q 40,147,535 株



   

   

※ 当社は、四半期決算の補足説明資料を作成しており、決算短信発表後、速やかに当社ホームページに掲載する

予定です。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による積極的な金融・財政政策への期待感から円安・

株高が進み、景気回復の兆しが見られたものの、欧州債務危機の長期化及び新興国経済の減速等が引き続き懸念さ

れるなど、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。 

 このような環境の中、当社グループの当第１四半期連結累計期間の営業収益は95億72百万円（前年同期比43億76

百万円増)、経常利益は23億８百万円（前年同期比12億38百万円増）、四半期純利益は20億97百万円（前年同期比

17億73百万円増）となりました。 

  

報告セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

① 銀行関連事業 

モンゴルの経済につきましては、大型鉱山開発等による経済成長の影響のため、名目GDPは前年同期比で

16.3％増加、実質GDPは前年同期比で7.2％増加となりました。インフレ率は、３月には9.8％まで下がり、景気

の過熱感は後退してきています。モンゴル中央銀行はインフレの沈静化に伴い、１月には政策金利を13.25％か

ら12.50％へ引き下げました。また、インフレ率を目標の年８％にするため、価格安定策により更なるインフレ

の抑制に注力しています。 

財政収支は３ヶ月連続して黒字となったものの、貿易収支は赤字基調で推移いたしました。また、３月には

国債（チンギス債）の発行・販売で調達した資金を使ったインフラ事業のリストが閣議承認されました。 

為替市場につきましては、現地通貨（MNT）は米ドルに対して前年同期比で6.9％下落いたしました。 

モンゴルの銀行業界につきましては、銀行セクターの融資残高が前年同期比で27.7％の伸びを示しました。

また、中央銀行は物価の安定化を図るため、商業銀行を通じて、低利の融資を特定の産業セクターに提供する対

策を始めました。 

なお、３月末には安倍総理大臣がモンゴルを訪問し、エルベグドルジ大統領及びアルタンホヤグ首相との首

脳会談において「戦略的パートナーシップ」構築の具体化に向けた話し合いが行われるなど、日本・モンゴル関

係はより緊密になっております。 

このような環境の中、ハーン銀行（Khan Bank LLC）につきましては、景気の過熱感が後退しつつあるモンゴ

ル経済に対して慎重な姿勢で経営に臨むとともに、積極的に物価安定策にも参加してまいりました。モンゴル経

済の成長とともに預金・融資残高は増加基調にあり、現地通貨ベースで融資残高は前年同期比で38％増加、預金

残高は前年同期比で36％増加、融資金利収入は前年同期比で39％増加いたしました。また、２月には初めての試

みとしてドライブスルーのATMを導入し、３月には株式会社三井住友銀行と事業協力の覚書を締結するなど、サ

ービスの向上や事業の拡大に努めてまいりました。 

 結果として、当第１四半期連結累計期間の営業収益は62億85百万円（前年同期比22億83百万円増）、営業利益

は14億86百万円（前年同期比３億11百万円増）となりました。 

  

（法人向け融資） 

 石炭価格の低迷のため、鉱山セクターに対して慎重に対応してまいりましたが、一方で、政府中央銀行の価

格安定化策に積極的に参加し、結果として、前年同期比で34％増加いたしました。 

（個人向け融資） 

 平均所得の上昇に伴い個人の消費意欲も向上しており、結果として、前年同期比で43％増加いたしました。

（農牧業向け融資） 

 食肉価格の高騰により家畜の値段が上がり、遊牧民の消費意欲が向上したため、結果として、前年同期比で

23％増加いたしました。 

  

 また、当社の持分法適用関連会社であり、ロシアに本店を置く銀行であるソリッド銀行（Solid Bank CJSC）

の業績は、持分法による投資損益に反映されます。 

 ロシアの経済につきましては、景気の減速が続いており、第１四半期の実質GDPは前年同期比で1.6％増加とな

り、平成23年以降のプラス成長局面としては も低い伸びとなりました。これは、世界的な景気回復の遅れによ

る資源需要の低迷や軟調な原油価格を背景として、天然資源採掘が前年同期比4.9％減と落ち込んでいること

や、昨年９月のロシア中央銀行による利上げを反映した銀行の貸出金利の上昇、金融機関の貸出基準の厳格化等

により、企業の設備投資が減少したことが挙げられます。さらに、昨年９月以降のインフレ率上昇に伴い個人の

実質賃金の伸びが鈍化していることや、個人の家計向け貸出の減速等、個人消費を取り巻く環境も厳しくなって

おります。 

 このような環境の中、ソリッド銀行（Solid Bank CJSC）につきましては、貸出審査をより厳格化したもの
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の、法人向けを中心に貸出残高は堅調に推移いたしました。一方、預金につきましても、貸出残高の伸び同様、

法人・個人からの預金残高は堅調に推移しております。 

 今後、新たな支店開設や法人・個人それぞれに向けた営業体制拡充のための人員強化等に伴うコスト面の上昇

はあるものの、貸出残高の伸びによる金利収入及び各種取扱手数料の増加等により、当第１四半期連結累計期間

の業績は概ね順調な結果となりました。 

  

② 証券関連事業 

 当第１四半期連結累計期間における株式市場は、４月に12,300円台で始まった日経平均株価はアベノミクスへ

の期待から上昇を続け、５月23日には15,900円台まで達しました。しかしながら、短期間での急激な株価上昇に

よる過熱感が強まり始めた中、中国の製造業購買担当者景気指数（PMI）が景況感の境目となる50を７ヶ月ぶり

に割り込んだことに加え、中国経済の先行き不透明感やアジア株式市場が大きく下落したこと等がきっかけとな

り日経平均株価は大きく下落し始め、６月13日には12,400円台まで急落しました。その後は、株価調整により過

熱感は解消されたとの見方が多勢を占めたことの他、政府の成長戦略や円安による企業業績の改善期待等から株

価は再び上昇し始め、６月28日の日経平均株価は13,677円32銭で取引を終えました。 

 また、外国為替市場におきましては、株高・円安傾向が続き、５月には対米ドルで103円台前半まで円安が進

行しました。しかしながら、日経平均株価の大幅な下落により円高に転換し、６月17日には94円台まで下落しま

した。その後は、米国の金融緩和期待等から再び円安傾向となり、６月28日には98円台半ばまで上昇しました。

このような環境の中、エイチ・エス証券株式会社につきましては、マーケット環境を鑑み、日本株式の営業を

積極的に推進し、さらに投資信託の販売に注力してまいりました。モバイル取引においては、スマートフォン株

式取引アプリである「スマ株」の普及に努めてまいりました。IPO（新規公開）業務においては、株式会社ジェ

イエスエスの幹事入りを果たしました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間は、下記の取組みを行ってまいりました。 

・マーケット環境が良好な日本株式営業の推進 

・日本の中小型株式を投資対象とした株式投信、アジア・オセアニアの高成長企業を投資対象とした外国株

式投信、世界のREITを投資対象とした投信、外国の公社債を対象とした投信等を販売 

・ブラジルレアル建て、トルコリラ建て、豪ドル建て、インドネシアルピア建て等の外国債券販売 

・米国株式の販売 

・スマートフォン株式取引アプリ「スマ株」の普及 

・IPO業務として、株式会社ジェイエスエスの幹事参入 

 結果として、当第１四半期連結累計期間の営業収益は13億48百万円（前年同期比７億93百万円増）、営業利益

は４億41百万円（前年同期は営業損失１億69百万円）となりました。 

  

（受入手数料） 

 当第１四半期連結累計期間の受入手数料は８億36百万円（前年同期比６億９百万円増）となりましたが、そ

の内訳は以下のとおりであります。 

委託手数料 

 委託手数料につきましては、６億90百万円（前年同期比５億46百万円増）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、投資信託の販売、公募株式の募

集手数料により96百万円（前年同期比88百万円増）となりました。 

その他の受入手数料 

 主に投資銀行業務と店頭外国為替証拠金取引に係る手数料で構成されるその他の受入手数料は49百万円（前

年同期比25百万円減）となりました。 

（トレーディング損益） 

 当第１四半期連結累計期間のトレーディング損益につきましては、株券等は１億81百万円（前年同期比１億

10百万円増）、債券・為替等は１億78百万円（前年同期比51百万円増）となり、合計で３億59百万円（前年同

期比１億61百万円増）となりました。 

（金融収支） 

 当第１四半期連結累計期間の金融収益は１億52百万円（前年同期比23百万円増）、金融費用は54百万円（前

年同期比19百万円減）となり、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は97百万円（前年同期比42百万円

増）となりました。 

（販売費及び一般管理費） 

 当第１四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は８億51百万円（前年同期比２億１百万円増）となりま

した。 
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③ 債権管理回収関連事業 

 サービサー業界につきましては、平成25年３月末をもって中小企業金融円滑化法が適用期限を迎えました。し

かしながら、地域金融機関においては、直ちに不良債権処理におけるバルクセールを積極化するには至らず、実

施されたバルクセールでは依然として供給される債権は質量ともに低下傾向にあり、落札価格も高止まりが続い

ております。 

 このような環境の中、エイチ・エス債権回収株式会社につきましては、前年同期よりも多数のバルクセールに

参加いたしましたが、収益性の高い案件を選択して買取りを実施した結果、落札額については減少いたしまし

た。 

 また、回収面につきましては、引き続き買取債権の回収、回収受託や集金代行等の受託業務、コンサルティン

グ業務をバランス良く取り入れ、収益の拡大及び安定化に努めてまいりましたが、当第１四半期連結累計期間に

おいては、大型回収受託案件の回収受託の長期経過に伴う回収高の減少や、コンサルティング業務の案件の成約

がなかったこと等により減収となりました。 

 結果として、当第１四半期連結累計期間の営業収益は２億79百万円（前年同期比１億56百万円減）、営業損失

は27百万円（前年同期は営業利益66百万円）となりました。 

  

④ 不動産関連事業 

 不動産業界につきましては、首都圏における分譲マンション市場では、住宅ローン減税、低金利等を背景に、

需給バランスの指標である契約率は、好不調の目安とされる70％をほぼ上回る水準で推移しております（民間調

査機関調べ）。一方、収益不動産市場では、都心５区におけるオフィスビルの平均賃料は小幅な下落が続いてい

るものの、空室率は新築オフィスビルの大量供給が一巡したことを背景に低下傾向にあり、平成24年10月以降９

ヶ月連続８％台で推移しております（東日本不動産流通機構調べ）。 

 このような環境の中、株式会社アスコットにつきましては、分譲マンション開発事業において、「アスコット

パーク日本橋人形町アトリエ」の引渡を完了しております。不動産ソリューション事業においては、中期経営計

画の 重要項目である「地方都市で展開する不動産流動化物件の売却」を推進し、福岡地区の収益不動産開発物

件の売却を行い、棚卸資産及び有利子負債残高を圧縮しております。また、開発を推進しておりました２物件の

うち、１物件が竣工し、１物件は建築工事を着工しております。 

 結果として、当第１四半期連結累計期間の営業収益は16億46百万円（前年同期比15億24百万円増）、営業損失

は83百万円（前年同期は営業損失22百万円）となりました。 

  

⑤ その他事業 

 その他事業の当第１四半期連結累計期間の営業収益は44百万円（前年同期比51百万円減）、営業損失は５百万

円（前年同期は営業損失99百万円）となりました。 

  

⑥ 持分法による投資損益 

 エイチ・エス損害保険株式会社をはじめとする当社の持分法適用関連会社の業績は、持分法による投資損益に

反映されます。 

 損害保険業界につきましては、自動車保険を中心として、一般種目全般における収入保険料は、比較的好調に

推移いたしました。 

 このような環境の中、エイチ・エス損害保険株式会社につきましては、昨年度後半からの海外渡航者数減少に

よる影響を受けて、主力商品である一般の海外旅行保険を中心に契約数が伸び悩みました。しかしながら、一契

約あたりの保険料単価の増加に加え、旅行特別補償保険及び海外旅行保険包括契約における保険料増収により、

当第１四半期連結累計期間におけるエイチ・エス損害保険株式会社の業績については、前年同期の収入保険料を

わずかに上回る結果となりました。 

 また、九州産業交通ホールディングス株式会社、株式会社外為どっとコム及びソリッド銀行（Solid Bank 

CJSC）の業績も順調に推移いたしました。 

 結果として、当第１四半期連結累計期間の持分法による投資利益は４億10百万円（前年同期比２億52百万円

増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて342億32百万円増加し、

2,610億69百万円になりました。これは主に、「現金及び預金」が59億14百万円及び「貸出金」が153億３百万円増

加したことによるものであります。 
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② 負債 

 負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて308億21百万円増加し、2,211億87百万円になりました。こ

れは主に、「預り金」が16億82百万円、「受入保証金」が14億69百万円、「預金」が216億33百万円増加したこと

によるものであります。 

③ 純資産 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて34億11百万円増加し、398億82百万円になりました。こ

れは主に、「利益剰余金」が18億96百万円、「少数株主持分」10億16百万円増加したことによるものであります。

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループの主たる事業である証券業は、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあり、業績予想を合理

的に行うことが困難であることから、開示は行っておりません。なお、四半期業績の迅速な開示を行ってまいりま

す。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 45,533 51,448

預託金 11,062 12,429

顧客分別金信託 10,572 11,947

その他の預託金 490 482

トレーディング商品 608 1,161

商品有価証券等 608 1,161

有価証券 18,354 27,161

約定見返勘定 － 5

信用取引資産 13,565 15,690

信用取引貸付金 12,803 15,199

信用取引借証券担保金 762 490

貸出金 107,442 122,745

差入保証金 941 1,005

販売用不動産 2,150 1,747

仕掛販売用不動産 1,370 1,103

その他 4,538 5,199

貸倒引当金 △1,699 △1,791

流動資産合計 203,868 237,906

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,055 2,204

器具及び備品（純額） 1,436 1,511

土地 596 596

建設仮勘定 296 429

有形固定資産合計 4,384 4,741

無形固定資産   

のれん 614 575

ソフトウエア 415 396

その他 2 2

無形固定資産合計 1,031 974

投資その他の資産   

投資有価証券 5,006 4,412

関係会社株式 11,767 12,254

長期差入保証金 302 309

破産更生債権等 206 205

その他 575 571

貸倒引当金 △307 △306

投資その他の資産合計 17,551 17,446

固定資産合計 22,967 23,163

資産合計 226,836 261,069
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 3 522

商品有価証券等 3 522

約定見返勘定 66 －

信用取引負債 13,198 13,286

信用取引借入金 11,509 12,589

信用取引貸証券受入金 1,688 697

預り金 6,825 8,508

顧客からの預り金 5,864 7,020

その他の預り金 960 1,487

受入保証金 5,343 6,812

信用取引受入保証金 4,464 5,972

先物取引受入証拠金 416 411

その他の受入保証金 461 428

預金 129,758 151,391

短期借入金 161 1,087

1年内返済予定の長期借入金 9,872 10,036

未払法人税等 199 375

賞与引当金 94 72

訴訟損失引当金 281 258

その他 4,596 6,847

流動負債合計 170,400 199,199

固定負債   

長期借入金 18,282 20,570

繰延税金負債 1,135 1,060

役員退職慰労引当金 17 17

退職給付引当金 134 139

その他 348 145

固定負債合計 19,917 21,932

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 47 55

特別法上の準備金合計 47 55

負債合計 190,365 221,187
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,223 12,223

資本剰余金 7,818 7,818

利益剰余金 11,553 13,449

自己株式 △1,620 △1,621

株主資本合計 29,974 31,870

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,988 1,849

繰延ヘッジ損益 △6 △5

為替換算調整勘定 △1,462 △825

その他の包括利益累計額合計 519 1,018

少数株主持分 5,976 6,993

純資産合計 36,470 39,882

負債純資産合計 226,836 261,069
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益   

受入手数料 227 836

トレーディング損益 200 359

金融収益 129 152

資金運用収益 3,544 5,728

役務取引等収益 200 284

その他業務収益 258 273

売上高 636 1,937

営業収益合計 5,195 9,572

金融費用 74 53

資金調達費用 1,623 3,095

売上原価 274 1,703

純営業収益 3,222 4,718

販売費及び一般管理費   

取引関係費 328 457

人件費 1,272 1,559

不動産関係費 282 336

事務費 154 165

減価償却費 138 168

租税公課 16 38

貸倒引当金繰入額 △46 △61

その他 117 223

販売費及び一般管理費合計 2,264 2,887

営業利益 958 1,831

営業外収益   

受取利息及び配当金 30 36

持分法による投資利益 158 410

為替差益 － 27

その他 15 41

営業外収益合計 204 515

営業外費用   

支払利息 52 35

為替差損 34 －

その他 6 2

営業外費用合計 94 38

経常利益 1,069 2,308
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 13 869

その他 2 0

特別利益合計 15 869

特別損失   

投資有価証券評価損 － 9

投資有価証券売却損 15 －

金融商品取引責任準備金繰入れ － 7

事業撤退損 56 －

その他 5 5

特別損失合計 77 23

税金等調整前四半期純利益 1,006 3,154

法人税、住民税及び事業税 422 475

法人税等調整額 △103 51

法人税等合計 319 527

少数株主損益調整前四半期純利益 687 2,627

少数株主利益 364 530

四半期純利益 323 2,097
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 687 2,627

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12 △136

為替換算調整勘定 1,298 1,044

持分法適用会社に対する持分相当額 9 76

その他の包括利益合計 1,319 985

四半期包括利益 2,007 3,612

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,068 2,595

少数株主に係る四半期包括利益 938 1,016
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

   前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額８百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額19百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２ 報告セグメントの変更等に関する事項 

 エイチ・エス・フューチャーズ株式会社が平成24年９月11日をもって商品先物取引業を廃業したことに伴い、

当第１四半期連結会計期間より報告セグメントを変更しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額は、当第１四半期連

結会計期間の報告セグメントの区分に基づき作成しております。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

報告セグメント

調整額 
（注）１ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）２ 

銀行関連 
事業 

証券関連 
事業 

債権管理回

収関連事業 
不動産

関連事業 
その他

事業 
計 

営業収益     

 外部顧客に対する 
 営業収益  4,002  554  436  121  81  5,195  －  5,195

 セグメント間の内部 
 営業収益又は振替高  －  0  －  －  14  15  △15  －

計  4,002  554  436  121  96  5,210  △15  5,195

セグメント利益又は 
損失（△）  1,174  △169  66  △22  △99  950  8  958

  

報告セグメント

調整額 
（注）１ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）２ 

銀行関連 
事業 

証券関連 
事業 

債権管理回

収関連事業 
不動産

関連事業 
その他

事業 
計 

営業収益     

 外部顧客に対する 
 営業収益  6,285  1,348  279  1,646  12  9,572  －  9,572

 セグメント間の内部 
 営業収益又は振替高  －  0  －  －  32  32  △32  －

計  6,285  1,348  279  1,646  44  9,604  △32  9,572

セグメント利益又は 
損失（△）  1,486  441  △27  △83  △5  1,811  19  1,831
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