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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成26年２月14日に提出いたしました第110期第３四半期(自 平成25年10月１日 至 平成25年12月31日)

四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書

を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

 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 

第２ 事業の状況 

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) 業績の概況 

第３ 提出会社の状況 

１ 株式等の状況 

(7) 議決権の状況 

① 発行済株式 

② 自己株式等 

第４ 経理の状況 

１ 四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

(2) 四半期連結損益計算書 

(3) 四半期連結包括利益計算書 

(4) 四半期連結資本勘定変動表 

(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

〔四半期連結財務諸表注記〕 

１１ １株当たり四半期純利益： 

１７ セグメント情報および地域別情報： 

 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 
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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 

 

（訂正前） 

回次 
第109期 

前第３四半期
連結累計期間

第110期 
当第３四半期
連結累計期間

第109期 
前第３四半期
連結会計期間

第110期 
当第３四半期 
連結会計期間 

第109期 

会計期間 

自 平成24年
    ４月１日
至 平成24年
    12月31日

自 平成25年
    ４月１日
至 平成25年
    12月31日

自 平成24年
    10月１日
至 平成24年
    12月31日

自 平成25年 
    10月１日 
至 平成25年 
    12月31日 

自 平成24年
    ４月１日
至 平成25年
    ３月31日

収益合計 (百万円) 1,359,800 1,381,071 458,981 447,421 2,079,943

収益合計 
（金融費用控除後） 

(百万円) 1,160,019 1,167,133 389,086 379,421 1,813,631

税引前四半期（当期） 
純利益 

(百万円) 68,048 273,047 12,965 86,894 237,730

当社株主に帰属する四半期 
（当期）純利益 

(百万円) 24,812 152,336 20,112 48,329 107,234

当社株主に帰属する四半期 
包括利益または包括利益 

(百万円) 52,030 241,092 66,043 108,269 194,988

純資産額 (百万円) 2,435,083 2,528,470 ― ― 2,318,983

総資産額 (百万円) 38,562,229 43,634,422 ― ― 37,942,439

１株当たり当社株主に帰属 
する四半期（当期）純利益 

(円) 6.73 41.09 5.44 13.02 29.04

希薄化後１株当たり当社 
株主に帰属する四半期 
（当期）純利益 

(円) 6.60 39.83 5.33 12.65 28.37

自己資本比率 (％) 5.6 5.7 ― ― 6.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 346,356 554,851 ― ― 549,501

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △ 125,079 △ 130,173 ― ― △ 160,486

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △ 490,423 △ 20,956 ― ― △ 701,623

現金および現金同等物の 
四半期末（期末）残高 

(百万円) 820,045 1,257,512 ― ― 805,087

(注)  １  当社および当社が財務上の支配を保持する事業体（以下「野村」）の経営指標等は、米国において一般に公 

 正妥当と認められた 会計原則（以下「米国会計原則」）に基づき記載しております。  

 ２ 「純資産額」は米国会計原則に基づく資本合計を使用しております。また、「自己資本比率」は、米国会計 

 原則に基づく当社株主資本合計を用いて算出しております。 

 ３  消費税および地方消費税の課税取引については、消費税等を含んでおりません。 

 ４  四半期連結財務諸表を作成しているため、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。 
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（訂正後）  

回次 
第109期 

前第３四半期
連結累計期間

第110期 
当第３四半期
連結累計期間

第109期 
前第３四半期
連結会計期間

第110期 
当第３四半期 
連結会計期間 

第109期 

会計期間 

自 平成24年
    ４月１日
至 平成24年
    12月31日

自 平成25年
    ４月１日
至 平成25年
    12月31日

自 平成24年
    10月１日
至 平成24年
    12月31日

自 平成25年 
    10月１日 
至 平成25年 
    12月31日 

自 平成24年
    ４月１日
至 平成25年
    ３月31日

収益合計 (百万円) 1,359,800 1,381,070 458,981 447,421 2,079,943

収益合計 
（金融費用控除後） 

(百万円) 1,160,019 1,167,132 389,086 379,421 1,813,631

税引前四半期（当期） 
純利益 

(百万円) 68,048 273,046 12,965 86,894 237,730

当社株主に帰属する四半期 
（当期）純利益 

(百万円) 24,812 152,335 20,112 48,329 107,234

当社株主に帰属する四半期 
包括利益または包括利益 

(百万円) 52,030 241,091 66,043 108,269 194,988

純資産額 (百万円) 2,435,083 2,528,466 ― ― 2,318,983

総資産額 (百万円) 38,562,229 43,634,418 ― ― 37,942,439

１株当たり当社株主に帰属 
する四半期（当期）純利益 

(円) 6.73 41.09 5.44 13.02 29.04

希薄化後１株当たり当社 
株主に帰属する四半期 
（当期）純利益 

(円) 6.60 39.83 5.33 12.65 28.37

自己資本比率 (％) 5.6 5.7 ― ― 6.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 346,356 554,854 ― ― 549,501

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △ 125,079 △ 130,173 ― ― △ 160,486

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △ 490,423 △ 20,959 ― ― △ 701,623

現金および現金同等物の 
四半期末（期末）残高 

(百万円) 820,045 1,257,512 ― ― 805,087

(注)  １  当社および当社が財務上の支配を保持する事業体（以下「野村」）の経営指標等は、米国において一般に公 

 正妥当と認められた 会計原則（以下「米国会計原則」）に基づき記載しております。  

 ２ 「純資産額」は米国会計原則に基づく資本合計を使用しております。また、「自己資本比率」は、米国会計 

 原則に基づく当社株主資本合計を用いて算出しております。 

 ３  消費税および地方消費税の課税取引については、消費税等を含んでおりません。 

 ４  四半期連結財務諸表を作成しているため、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。 
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第２ 【事業の状況】 

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) 業績の概況 

 （省略） 

 

 四半期連結損益計算書における収益合計（金融費用控除後）および金融費用以外の費用の内訳はそれぞれ次のと

おりであります。 

 (訂正前) 

 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）
(百万円) 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）
(百万円) 

委託・投信募集手数料 233,327 384,681

 (委託手数料) 113,980 222,212

 (投信募集手数料) 95,700 138,561

 (その他) 23,647 23,908

投資銀行業務手数料 40,541 64,147

 (引受・募集手数料) 21,445 46,017

 (M&A・財務コンサルティングフィー) 17,470 17,315

 (その他) 1,626 815

アセットマネジメント業務手数料 102,241 125,157

 (アセットマネジメントフィー) 89,510 111,604

 (その他) 12,731 13,553

トレーディング損益 261,516 347,134

プライベート・エクイティ投資関連損益 6,543 11,738

純金融収益 96,267 102,080

投資持分証券関連損益 14,767 20,394

その他 404,817 111,802

収益合計（金融費用控除後） 1,160,019 1,167,133
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  （訂正後） 

 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）
(百万円) 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）
(百万円) 

委託・投信募集手数料 233,327 384,681

 (委託手数料) 113,980 222,212

 (投信募集手数料) 95,700 138,561

 (その他) 23,647 23,908

投資銀行業務手数料 40,541 64,147

 (引受・募集手数料) 21,445 46,017

 (M&A・財務コンサルティングフィー) 17,470 17,315

 (その他) 1,626 815

アセットマネジメント業務手数料 102,241 125,157

 (アセットマネジメントフィー) 89,510 111,604

 (その他) 12,731 13,553

トレーディング損益 261,516 347,133

プライベート・エクイティ投資関連損益 6,543 11,738

純金融収益 96,267 102,080

投資持分証券関連損益 14,767 20,394

その他 404,817 111,802

収益合計（金融費用控除後） 1,160,019 1,167,132
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事業別セグメント情報 

  

 （省略） 

 

 （訂正前） 

収益合計（金融費用控除後） 

 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）
(百万円) 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）
(百万円) 

営業部門 259,176 414,047

アセット・マネジメント部門 50,643 60,015

ホールセール部門 447,945 566,624

その他（消去分を含む） 387,323 108,047

計 1,145,087 1,148,733

 
 （訂正後） 

収益合計（金融費用控除後） 

 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）
(百万円) 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）
(百万円) 

営業部門 259,176 414,047

アセット・マネジメント部門 50,643 60,015

ホールセール部門 447,945 566,623

その他（消去分を含む） 387,323 108,047

計 1,145,087 1,148,732

 

金融費用以外の費用 

 

  （省略） 
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 （訂正前） 

税引前四半期純利益（△損失） 

 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）
(百万円) 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）
(百万円) 

営業部門 43,410 168,734

アセット・マネジメント部門 17,248 21,789

ホールセール部門 35,999 78,323

その他（消去分を含む） △ 43,541 △ 14,199

計 53,116 254,647

 

 （訂正後） 

税引前四半期純利益（△損失） 

 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）
(百万円) 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）
(百万円) 

営業部門 43,410 168,734

アセット・マネジメント部門 17,248 21,789

ホールセール部門 35,999 78,322

その他（消去分を含む） △ 43,541 △ 14,199

計 53,116 254,646

  
  

 (省略） 
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ホールセール部門 

  

 収益合計（金融費用控除後）は5,666億円となりました。金融費用以外の費用は4,883億円、税引前四半期純利益

は783億円となりました。ホールセール部門の収益合計（金融費用控除後）の内訳は以下のとおりです。 

 

 

（訂正前） 

 (単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日） 

フィクスト・インカム（1） 274,478 290,501 

エクイティ（1） 112,840 192,417 
  

 インベストメント・バンキング（ネット） 48,643 67,912 

 インベストメント・バンキング（その他） 11,984 15,794 

インベストメント・バンキング 60,627 83,706 

  

収益合計（金融費用控除後） 447,945 566,624 

  

インベストメント・バンキング（グロス） 98,927 128,891 

（1）平成25年４月の組織改正に伴い、平成24年３月期のフィクスト・インカムおよびエクイティを組み替えて表

示しております。 

 

  （訂正後） (単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日） 

フィクスト・インカム（1） 274,478 290,501 

エクイティ（1） 112,840 192,416 
  

 インベストメント・バンキング（ネット） 48,643 67,912 

 インベストメント・バンキング（その他） 11,984 15,794 

インベストメント・バンキング 60,627 83,706 

  

収益合計（金融費用控除後） 447,945 566,623 

  

インベストメント・バンキング（グロス） 98,927 128,891 

（1）平成25年４月の組織改正に伴い、平成24年３月期のフィクスト・インカムおよびエクイティを組み替えて表

示しております。 
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第３ 【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(7) 【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（訂正前） 

平成25年12月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ─ ― ─ 

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─ 

議決権制限株式(その他) ─ ― ─ 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式) 
普通株式    106,068,200

― ─ 

(相互保有株式) 
普通株式     4,105,000

― ─ 

完全議決権株式(その他) 普通株式  3,710,619,900 37,106,199 ─ 

単元未満株式 普通株式      1,769,501 ― １単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 3,822,562,601 ― ― 

総株主の議決権 ― 37,106,199 ― 

(注)  「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。 

また、「単元未満株式数」には当社所有の自己株式67株が含まれております。 

 

 

（訂正後） 

平成25年12月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ─ ― ─ 

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─ 

議決権制限株式(その他) ─ ― ─ 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式) 
普通株式    106,068,200

― ─ 

(相互保有株式) 
普通株式     4,109,700

― ─ 

完全議決権株式(その他) 普通株式  3,710,615,200 37,106,152 ─ 

単元未満株式 普通株式      1,769,501 ― １単元(100株)未満の株式 

発行済株式総数 3,822,562,601 ― ― 

総株主の議決権 ― 37,106,152 ― 

(注)  「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。 

また、「単元未満株式数」には当社所有の自己株式67株が含まれております。 
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②【自己株式等】 

（訂正前） 

平成25年12月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)    

野村ホールディングス 
株式会社 

東京都中央区日本橋 
１丁目９－１ 

106,068,200 ─ 106,068,200 2.77

(相互保有株式)    

株式会社ジャフコ 
東京都千代田区大手町 
１丁目５－１ 

2,000,000 ─ 2,000,000 0.05

株式会社野村総合研究所 
東京都千代田区丸の内  
１丁目６－５ 

1,000,000 ─ 1,000,000 0.03

野村不動産株式会社 
東京都新宿区西新宿 
１丁目26－２ 

1,000,000 ─ 1,000,000 0.03

髙木証券株式会社 
大阪市北区梅田 
１丁目３番－１－400 

100,000 ─ 100,000 0.00

ノムラ・ジャパン株式会社 
東京都中央区日本橋堀留
町２丁目１－３ 

5,000 ─ 5,000 0.00

計  110,173,200 ― 110,173,200 2.88

 

 

（訂正後） 

平成25年12月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)    

野村ホールディングス 
株式会社 

東京都中央区日本橋 
１丁目９－１ 

106,068,200 ─ 106,068,200 2.77

(相互保有株式)    

株式会社ジャフコ 
東京都千代田区大手町 
１丁目５－１ 

2,000,000 ─ 2,000,000 0.05

株式会社野村総合研究所 
東京都千代田区丸の内  
１丁目６－５ 

1,000,000 ─ 1,000,000 0.03

野村不動産株式会社 
東京都新宿区西新宿 
１丁目26－２ 

1,000,000 ─ 1,000,000 0.03

髙木証券株式会社 
大阪市北区梅田 
１丁目３番－１－400 

100,000 ─ 100,000 0.00

ノムラ・ジャパン株式会社 
東京都中央区日本橋堀留
町２丁目１－３ 

5,000 ─ 5,000 0.00

ノムラ・インターナショナ
ル PLC 

英国ロンドン、１エンジ
ェルレーン 

4,700 ─ 4,700 0.00

計  110,177,900 ― 110,177,900 2.88
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第４ 【経理の状況】 

１ 【四半期連結財務諸表】 
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(1) 【四半期連結貸借対照表】 

 (訂正前) 

  
前連結会計年度末 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間末
(平成25年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資産)   
現金・預金：  
 現金および現金同等物  805,087 1,257,512
 定期預金  577,921 460,243
 取引所預託金および 
  その他の顧客分別金 

 269,744 340,420

   計  1,652,752 2,058,175
  
貸付金および受取債権：  
 貸付金 ※2,7 1,575,494 1,473,175
(平成25年３月31日現在524,049百万円、 

 平成25年12月31日現在303,876百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

 顧客に対する受取債権  63,792 46,646
 顧客以外に対する受取債権  992,847 1,139,791
 貸倒引当金 ※７ △ 2,258 △ 3,287
   計  2,629,875 2,656,325
  
担保付契約：  
 売戻条件付買入有価証券 
(平成25年３月31日現在997,788百万円、 

 平成25年12月31日現在1,261,093百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

※２ 8,295,372 9,722,027

 借入有価証券担保金  5,819,885 6,759,252
   計  14,115,257 16,481,279
  

トレーディング資産および 
 プライベート・エクイティ投資： 

 

 トレーディング資産 ※2,3 17,037,191 19,587,304
(平成25年３月31日現在7,707,813百万円、 

 平成25年12月31日現在9,329,743百万円の 

 担保差入有価証券を含む。 

 平成25年３月31日現在19,970百万円、 

 平成25年12月31日現在9,009百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

 プライベート・エクイティ投資 ※２ 87,158 43,094
(平成25年３月31日現在44,134百万円、 

 平成25年12月31日現在3,655百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

   計  17,124,349 19,630,398
  
その他の資産：  
 建物、土地、器具備品および設備  428,241 428,851
(平成25年３月31日現在 355,831百万円、 

 平成25年12月31日現在 399,987百万円の 

 減価償却累計額控除後) 

 

 トレーディング目的以外の負債証券 ※2,5 920,611 1,001,655
 投資持分証券 ※２ 123,490 141,826
 関連会社に対する投資および貸付金 ※７ 345,705 370,765
 その他 ※2,5, 602,159 865,148
(平成25年３月31日現在1,632百万円、 

 平成25年12月31日現在54,813百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 
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   計  2,420,206 2,808,245
  
資産合計  37,942,439 43,634,422
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前連結会計年度末 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間末
(平成25年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

(負債および資本)  
短期借入 ※２ 738,445 559,795
(平成25年３月31日現在77,036百万円、 

 平成25年12月31日現在45,632百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

  
支払債務および受入預金：  
 顧客に対する支払債務  476,705 542,741
 顧客以外に対する支払債務  864,962 1,356,889
 受入銀行預金  1,072,134 1,103,782
   計  2,413,801 3,003,412
  
担保付調達：  
 買戻条件付売却有価証券 
(平成25年３月31日現在264,767百万円、 

 平成25年12月31日現在740,289百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

※２ 12,444,317 14,495,419

 貸付有価証券担保金  2,158,559 2,636,357
 その他の担保付借入  806,507 802,690
   計  15,409,383 17,934,466
  
トレーディング負債 ※2,3 8,491,296 10,350,094
その他の負債 ※2,10 978,163 1,261,330
(平成25年３月31日現在2,360百万円、 

 平成25年12月31日現在1,460百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

長期借入 ※２ 7,592,368 7,996,855
(平成25年３月31日現在1,664,536百万円、 

 平成25年12月31日現在1,865,383百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

  
負債合計  35,623,456 41,105,952
  
コミットメントおよび偶発事象 ※16
  
資本：  
 資本金  594,493 594,493
無額面  

授権株式数  

 平成25年３月31日現在  6,000,000,000株 

 平成25年12月31日現在 6,000,000,000株 

発行済株式数 

 平成25年３月31日現在 3,822,562,601株 

 平成25年12月31日現在 3,822,562,601株 

発行済株式数（自己株式控除後） 

 平成25年３月31日現在 3,710,960,252株 

 平成25年12月31日現在 3,715,251,026株 

 

 資本剰余金  691,264 681,195
 利益剰余金  1,136,523 1,259,207
 累積的その他の包括利益 ※15 △ 57,395 31,361
   計  2,364,885 2,566,256
  自己株式(取得価額)  △ 70,514 △ 73,758
自己株式数  

 平成25年３月31日現在 111,602,349株 

 平成25年12月31日現在 107,311,575株 

 

当社株主資本合計  2,294,371 2,492,498
非支配持分  24,612 35,972
資本合計  2,318,983 2,528,470
負債および資本合計  37,942,439 43,634,422
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 (訂正後) 

  
前連結会計年度末 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間末
(平成25年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資産)   
現金・預金：  
 現金および現金同等物  805,087 1,257,512
 定期預金  577,921 460,243
 取引所預託金および 
  その他の顧客分別金 

 269,744 340,420

   計  1,652,752 2,058,175
  
貸付金および受取債権：  
 貸付金 ※2,7 1,575,494 1,473,175
(平成25年３月31日現在524,049百万円、 

 平成25年12月31日現在303,876百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

 顧客に対する受取債権  63,792 46,646
 顧客以外に対する受取債権  992,847 1,139,791
 貸倒引当金 ※７ △ 2,258 △ 3,287
   計  2,629,875 2,656,325
  
担保付契約：  
 売戻条件付買入有価証券 
(平成25年３月31日現在997,788百万円、 

 平成25年12月31日現在1,261,093百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

※２ 8,295,372 9,722,027

 借入有価証券担保金  5,819,885 6,759,252
   計  14,115,257 16,481,279
  

トレーディング資産および 
 プライベート・エクイティ投資： 

 

 トレーディング資産 ※2,3 17,037,191 19,587,300
(平成25年３月31日現在7,707,813百万円、 

 平成25年12月31日現在9,329,743百万円の 

 担保差入有価証券を含む。 

 平成25年３月31日現在19,970百万円、 

 平成25年12月31日現在9,009百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

 プライベート・エクイティ投資 ※２ 87,158 43,094
(平成25年３月31日現在44,134百万円、 

 平成25年12月31日現在3,655百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

   計  17,124,349 19,630,394
  
その他の資産：  
 建物、土地、器具備品および設備  428,241 428,851
(平成25年３月31日現在 355,831百万円、 

 平成25年12月31日現在 399,987百万円の 

 減価償却累計額控除後) 

 

 トレーディング目的以外の負債証券 ※2,5 920,611 1,001,655
 投資持分証券 ※２ 123,490 141,826
 関連会社に対する投資および貸付金 ※７ 345,705 370,765
 その他 ※2,5, 602,159 865,148
(平成25年３月31日現在1,632百万円、 

 平成25年12月31日現在54,813百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 
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   計  2,420,206 2,808,245
  
資産合計  37,942,439 43,634,418
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前連結会計年度末 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間末
(平成25年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

(負債および資本)  
短期借入 ※２ 738,445 559,795
(平成25年３月31日現在77,036百万円、 

 平成25年12月31日現在45,632百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

  
支払債務および受入預金：  
 顧客に対する支払債務  476,705 542,741
 顧客以外に対する支払債務  864,962 1,356,889
 受入銀行預金  1,072,134 1,103,782
   計  2,413,801 3,003,412
  
担保付調達：  
 買戻条件付売却有価証券 
(平成25年３月31日現在264,767百万円、 

 平成25年12月31日現在740,289百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

※２ 12,444,317 14,495,419

 貸付有価証券担保金  2,158,559 2,636,357
 その他の担保付借入  806,507 802,690
   計  15,409,383 17,934,466
  
トレーディング負債 ※2,3 8,491,296 10,350,094
その他の負債 ※2,10 978,163 1,261,330
(平成25年３月31日現在2,360百万円、 

 平成25年12月31日現在1,460百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

長期借入 ※２ 7,592,368 7,996,855
(平成25年３月31日現在1,664,536百万円、 

 平成25年12月31日現在1,865,383百万円の 

 公正価値オプション適用により 

 公正価値評価を行っている金額を含む。) 

 

  
負債合計  35,623,456 41,105,952
  
コミットメントおよび偶発事象 ※16
  
資本：  
 資本金  594,493 594,493
無額面  

授権株式数  

 平成25年３月31日現在  6,000,000,000株 

 平成25年12月31日現在 6,000,000,000株 

発行済株式数 

 平成25年３月31日現在 3,822,562,601株 

 平成25年12月31日現在 3,822,562,601株 

発行済株式数（自己株式控除後） 

 平成25年３月31日現在 3,710,960,252株 

 平成25年12月31日現在 3,715,246,326株 

 

 資本剰余金  691,264 681,195
 利益剰余金  1,136,523 1,259,206
 累積的その他の包括利益 ※15 △ 57,395 31,361
   計  2,364,885 2,566,255
  自己株式(取得価額)  △ 70,514 △ 73,761
自己株式数  

 平成25年３月31日現在 111,602,349株 

 平成25年12月31日現在 107,316,275株 

 

当社株主資本合計  2,294,371 2,492,494
非支配持分  24,612 35,972
資本合計  2,318,983 2,528,466
負債および資本合計  37,942,439 43,634,418
  

  



―17― 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

  

 (訂正前) 

  
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年12月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

収益：  

 委託・投信募集手数料  233,327 384,681

 投資銀行業務手数料  40,541 64,147

  アセットマネジメント業務手数料  102,241 125,157

 トレーディング損益 ※2,3 261,516 347,134

 プライベート・エクイティ投資関連損益  6,543 11,738

 金融収益  296,048 316,018

 投資持分証券関連損益  14,767 20,394

 その他 ※９ 404,817 111,802

  収益合計  1,359,800 1,381,071

 金融費用  199,781 213,938

  収益合計(金融費用控除後)  1,160,019 1,167,133

  

金融費用以外の費用：  

 人件費  392,967 437,418

 支払手数料  66,800 83,154

 情報・通信関連費用  130,341 142,228

 不動産関係費  68,429 59,613

 事業促進費用  34,553 28,361

 その他 ※9,10 398,881 143,312

  金融費用以外の費用計  1,091,971 894,086

  

税引前四半期純利益  68,048 273,047

法人所得税等 ※14 56,520 119,274

  

四半期純利益  11,528 153,773

  
差引：非支配持分に帰属する四半期純利益 
   (△損失)  △ 13,284 1,437

当社株主に帰属する四半期純利益  24,812 152,336
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 (訂正後) 

  
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年12月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

収益：  

 委託・投信募集手数料  233,327 384,681

 投資銀行業務手数料  40,541 64,147

  アセットマネジメント業務手数料  102,241 125,157

 トレーディング損益 ※2,3 261,516 347,133

 プライベート・エクイティ投資関連損益  6,543 11,738

 金融収益  296,048 316,018

 投資持分証券関連損益  14,767 20,394

 その他 ※９ 404,817 111,802

  収益合計  1,359,800 1,381,070

 金融費用  199,781 213,938

  収益合計(金融費用控除後)  1,160,019 1,167,132

  

金融費用以外の費用：  

 人件費  392,967 437,418

 支払手数料  66,800 83,154

 情報・通信関連費用  130,341 142,228

 不動産関係費  68,429 59,613

 事業促進費用  34,553 28,361

 その他 ※9,10 398,881 143,312

  金融費用以外の費用計  1,091,971 894,086

  

税引前四半期純利益  68,048 273,046

法人所得税等 ※14 56,520 119,274

  

四半期純利益  11,528 153,772

  
差引：非支配持分に帰属する四半期純利益 
   (△損失)  △ 13,284 1,437

当社株主に帰属する四半期純利益  24,812 152,335
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(3) 【四半期連結包括利益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

 

（訂正前） 

 前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

   至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

   至 平成25年12月31日）

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 

 

四半期純利益 11,528 153,773

 

その他の包括利益： 

 為替換算調整額(税引後) 21,374 84,608

 確定給付年金制度： 

  年金債務調整額 5,612 2,883

  繰延税額 △ 1,547 △ 974

  計 4,065 1,909

  トレーディング目的以外の有価証券： 

  トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 5,393 6,844

  繰延税額 △ 1,239 △ 2,363

  計 4,154 4,481

その他の包括利益合計 29,593 90,998

 

四半期包括利益 41,121 244,771

差引：非支配持分に帰属する四半期包括利益 △ 10,909 3,679

当社株主に帰属する四半期包括利益  52,030 241,092
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（訂正後） 

 前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

   至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

   至 平成25年12月31日）

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 

 

四半期純利益 11,528 153,772

 

その他の包括利益： 

 為替換算調整額(税引後) 21,374 84,608

 確定給付年金制度： 

  年金債務調整額 5,612 2,883

  繰延税額 △ 1,547 △ 974

  計 4,065 1,909

  トレーディング目的以外の有価証券： 

  トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 5,393 6,844

  繰延税額 △ 1,239 △ 2,363

  計 4,154 4,481

その他の包括利益合計 29,593 90,998

 

四半期包括利益 41,121 244,770

差引：非支配持分に帰属する四半期包括利益 △ 10,909 3,679

当社株主に帰属する四半期包括利益  52,030 241,091
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(4) 【四半期連結資本勘定変動表】 

  

 (訂正前) 

 前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 

資本金 

 期首残高 594,493 594,493

 四半期末残高 594,493 594,493

 

資本剰余金 

 期首残高 698,771 691,264

 自己株式売却損益 △ 1,589 △ 7,433

 新株予約権の付与および行使 △ 7,560 △ 2,867

 子会社株式の購入・売却等 58 231

 四半期末残高 689,680 681,195

 

利益剰余金 

 期首残高 1,058,945 1,136,523

 当社株主に帰属する四半期純利益 24,812 152,336

  現金配当金 (1) △ 7,390 △ 29,652

 四半期末残高 1,076,367 1,259,207

 

累積的その他の包括利益 

 為替換算調整額 

 期首残高 △ 110,652 △ 38,875

 当期純変動額 20,128 83,522

 四半期末残高 △ 90,524 44,647

 

 確定給付年金制度 

 期首残高 △ 35,132 △ 28,518

 年金債務調整額 3,980 1,909

 四半期末残高 △ 31,152 △ 26,609

 

 トレーディング目的以外の有価証券 

 期首残高 635 9,998

 トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 3,110 3,325

 四半期末残高 3,745 13,323

 

 四半期末残高 △ 117,931 31,361

 

自己株式 

 期首残高 △ 99,819 △ 70,514

 取得 △ 4 △ 32,491

 売却 0 1

 従業員に対する発行株式 25,309 28,579

 その他の増減（純額） △ 205 667

 四半期末残高 △ 74,719 △ 73,758

 

当社株主資本合計 

 四半期末残高 2,167,890 2,492,498
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 前第３四半期連結累計期間

（自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 

非支配持分 

 期首残高 281,896 24,612

  現金配当金 △ 1,471 △ 40

 非支配持分に帰属する四半期純利益（△損失） △ 13,284 1,437

 非支配持分に帰属する累積的その他の包括利益 2,375 2,242

  子会社株式の購入・売却等（純額） 61 337

  その他の増減（純額） △ 2,384 7,384

 四半期末残高 267,193 35,972

 

資本合計 

 四半期末残高 2,435,083 2,528,470

(1)１株当たり配当金 

前第３四半期連結累計期間   2円00銭  前第３四半期連結会計期間  0円00銭 

当第３四半期連結累計期間   8円00銭  当第３四半期連結会計期間  0円00銭 
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 (訂正後) 

 前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 

資本金 

 期首残高 594,493 594,493

 四半期末残高 594,493 594,493

 

資本剰余金 

 期首残高 698,771 691,264

 自己株式売却損益 △ 1,589 △ 7,433

 新株予約権の付与および行使 △ 7,560 △ 2,867

 子会社株式の購入・売却等 58 231

 四半期末残高 689,680 681,195

 

利益剰余金 

 期首残高 1,058,945 1,136,523

 当社株主に帰属する四半期純利益 24,812 152,335

  現金配当金 (1) △ 7,390 △ 29,652

 四半期末残高 1,076,367 1,259,206

 

累積的その他の包括利益 

 為替換算調整額 

 期首残高 △ 110,652 △ 38,875

 当期純変動額 20,128 83,522

 四半期末残高 △ 90,524 44,647

 

 確定給付年金制度 

 期首残高 △ 35,132 △ 28,518

 年金債務調整額 3,980 1,909

 四半期末残高 △ 31,152 △ 26,609

 

 トレーディング目的以外の有価証券 

 期首残高 635 9,998

 トレーディング目的以外の有価証券の未実現損益 3,110 3,325

 四半期末残高 3,745 13,323

 

 四半期末残高 △ 117,931 31,361

 

自己株式 

 期首残高 △ 99,819 △ 70,514

 取得 △ 4 △ 32,502

 売却 0 9

 従業員に対する発行株式 25,309 28,579

 その他の増減（純額） △ 205 667

 四半期末残高 △ 74,719 △ 73,761

 

当社株主資本合計 

 四半期末残高 2,167,890 2,492,494
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 前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 

非支配持分 

 期首残高 281,896 24,612

  現金配当金 △ 1,471 △ 40

 非支配持分に帰属する四半期純利益（△損失） △ 13,284 1,437

 非支配持分に帰属する累積的その他の包括利益 2,375 2,242

  子会社株式の購入・売却等（純額） 61 337

  その他の増減（純額） △ 2,384 7,384

 四半期末残高 267,193 35,972

 

資本合計 

 四半期末残高 2,435,083 2,528,466

(1)１株当たり配当金 

前第３四半期連結累計期間   2円00銭  前第３四半期連結会計期間  0円00銭 

当第３四半期連結累計期間   8円00銭  当第３四半期連結会計期間  0円00銭 
  



―25― 

(5) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（訂正前） 
 

  前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年12月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

営業活動によるキャッシュ・フロー：    

 四半期純利益  11,528 153,773

四半期純利益の営業活動から得た現金(純額)
への調整 

 

  減価償却費および償却費  68,145 59,478

  投資持分証券関連損益  △ 14,767 △ 20,394

  繰延税額  32,690 83,589

  営業活動にかかる資産 
      および負債の増減： 

 

  定期預金  224,727 184,368

  取引所預託金および 
   その他の顧客分別金 

 △ 22,337 △ 39,268

  トレーディング資産および 
   プライベート・エクイティ投資 

 △ 2,839,669 △ 1,091,270

  トレーディング負債  △ 560,581 1,175,555

  売戻条件付買入有価証券および 
   買戻条件付売却有価証券(純額) 

 2,285,985 150,203

  借入有価証券担保金および 
   貸付有価証券担保金(純額) 

 1,585,939 △ 361,278

  その他の担保付借入  22,679 △ 3,818

  貸付金および受取債権 
   (貸倒引当金控除後） 

 100,018 166,621

  支払債務  △ 443,801 454,085

  賞与引当金  △ 8,955 △ 6,782

  未払法人所得税(純額)  △ 1,977 △ 77,307

  その他(純額）  △ 93,268 △ 272,704

  営業活動から得た現金(純額)  346,356 554,851
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前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年12月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

投資活動によるキャッシュ・フロー：  

 建物、土地、器具備品および設備の購入  △ 179,789 △ 178,764

 建物、土地、器具備品および設備の売却  85,423 145,832

 投資持分証券の購入  △ 219 △ 161

 投資持分証券の売却  1,401 3,795

 銀行業務貸付金の減少(△増加)(純額)  36,916 △ 7,996

 トレーディング目的以外の 
  負債証券の増加(純額) 

 △ 70,949 △ 96,619

 その他投資およびその他資産の減少(純額)  2,138 3,740

  投資活動に使用された現金(純額)  △ 125,079 △ 130,173

  

財務活動によるキャッシュ・フロー：  

 長期借入の増加  1,272,364 1,536,025

 長期借入の減少  △ 1,535,886 △ 1,242,308

 短期借入の減少(純額)  △ 253,824 △ 189,078

 受入銀行預金の増加(△減少)(純額)  41,616 △ 41,735

 自己株式の売却に伴う収入  41 578

 自己株式の取得に伴う支払  △ 4 △ 32,491

 配当金の支払  △ 14,730 △ 51,947

  財務活動に使用された現金(純額)  △ 490,423 △ 20,956

  
現金および現金同等物に対する 
 為替相場変動の影響額 

 18,671 48,703

    

現金および現金同等物の増加(△減少)額  △ 250,475 452,425

現金および現金同等物の期首残高  1,070,520 805,087

現金および現金同等物の四半期末残高  820,045 1,257,512
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（訂正後） 
  

  前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年12月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

営業活動によるキャッシュ・フロー：    

 四半期純利益  11,528 153,772

四半期純利益の営業活動から得た現金(純額)
への調整 

 

  減価償却費および償却費  68,145 59,478

  投資持分証券関連損益  △ 14,767 △ 20,394

  繰延税額  32,690 83,589

  営業活動にかかる資産 
      および負債の増減： 

 

  定期預金  224,727 184,368

  取引所預託金および 
   その他の顧客分別金 

 △ 22,337 △ 39,268

  トレーディング資産および 
   プライベート・エクイティ投資 

 △ 2,839,669 △ 1,091,266

  トレーディング負債  △ 560,581 1,175,555

  売戻条件付買入有価証券および 
   買戻条件付売却有価証券(純額) 

 2,285,985 150,203

  借入有価証券担保金および 
   貸付有価証券担保金(純額) 

 1,585,939 △ 361,278

  その他の担保付借入  22,679 △ 3,818

  貸付金および受取債権 
   (貸倒引当金控除後） 

 100,018 166,621

  支払債務  △ 443,801 454,085

  賞与引当金  △ 8,955 △ 6,782

  未払法人所得税(純額)  △ 1,977 △ 77,307

  その他(純額）  △ 93,268 △ 272,704

  営業活動から得た現金(純額)  346,356 554,854
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前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
  至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年12月31日)

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

投資活動によるキャッシュ・フロー：  

 建物、土地、器具備品および設備の購入  △ 179,789 △ 178,764

 建物、土地、器具備品および設備の売却  85,423 145,832

 投資持分証券の購入  △ 219 △ 161

 投資持分証券の売却  1,401 3,795

 銀行業務貸付金の減少(△増加)(純額)  36,916 △ 7,996

 トレーディング目的以外の 
  負債証券の増加(純額) 

 △ 70,949 △ 96,619

 その他投資およびその他資産の減少(純額)  2,138 3,740

  投資活動に使用された現金(純額)  △ 125,079 △ 130,173

  

財務活動によるキャッシュ・フロー：  

 長期借入の増加  1,272,364 1,536,025

 長期借入の減少  △ 1,535,886 △ 1,242,308

 短期借入の減少(純額)  △ 253,824 △ 189,078

 受入銀行預金の増加(△減少)(純額)  41,616 △ 41,735

 自己株式の売却に伴う収入  41 586

 自己株式の取得に伴う支払  △ 4 △ 32,502

 配当金の支払  △ 14,730 △ 51,947

  財務活動に使用された現金(純額)  △ 490,423 △ 20,959

  
現金および現金同等物に対する 
 為替相場変動の影響額 

 18,671 48,703

    

現金および現金同等物の増加(△減少)額  △ 250,475 452,425

現金および現金同等物の期首残高  1,070,520 805,087

現金および現金同等物の四半期末残高  820,045 1,257,512
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〔四半期連結財務諸表注記〕 

 

１１ １株当たり四半期純利益： 

 

(訂正前) 

基本および希薄化後１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算に用いられた金額および株式数の調整計算は以

下のとおりであります。 

（単位：百万円)
(１株当たり情報 単位：円)

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日) 

基本－ 

当社株主に帰属する四半期純利益 24,812 152,336
     

加重平均株式数 3,687,924,842 3,707,762,930

１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 6.73 41.09
     

 

希薄化後－ 

当社株主に帰属する四半期純利益 24,808 152,291
     

加重平均株式数 3,758,558,474 3,823,212,194

１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 6.60 39.83
     

  

（単位：百万円)
(１株当たり情報 単位：円)

 
前第３四半期連結会計期間
(自  平成24年10月１日 
至  平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間
(自  平成25年10月１日 
至  平成25年12月31日) 

基本－ 

当社株主に帰属する四半期純利益 20,112 48,329
 

加重平均株式数 3,699,163,813 3,711,050,042

１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 5.44 13.02
 

 

希薄化後－ 

当社株主に帰属する四半期純利益 20,148 48,305
     

加重平均株式数 3,780,971,820 3,818,581,012

１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 5.33 12.65
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(訂正後) 

基本および希薄化後１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益の計算に用いられた金額および株式数の調整計算は以

下のとおりであります。 

（単位：百万円)
(１株当たり情報 単位：円)

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日) 

基本－ 

当社株主に帰属する四半期純利益 24,812 152,335
 

加重平均株式数 3,687,924,842 3,707,756,280

１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 6.73 41.09
 

 

希薄化後－ 

当社株主に帰属する四半期純利益 24,808 152,290
     

加重平均株式数 3,758,558,474 3,823,205,544

１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 6.60 39.83
     

  

（単位：百万円)
(１株当たり情報 単位：円)

 
前第３四半期連結会計期間
(自  平成24年10月１日 
至  平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間
(自  平成25年10月１日 
至  平成25年12月31日) 

基本－ 

当社株主に帰属する四半期純利益 20,112 48,329
     

加重平均株式数 3,699,163,813 3,711,045,342

１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 5.44 13.02
     

 

希薄化後－ 

当社株主に帰属する四半期純利益 20,148 48,305
 

加重平均株式数 3,780,971,820 3,818,576,312

１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益 5.33 12.65
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１７ セグメント情報および地域別情報： 

【事業別セグメント】 

 （省略） 

（訂正前） 

(単位：百万円) 

  営業部門 
アセット・ 
マネジメント

部門 

ホールセール
部門 

その他 
(消去分を 
含む) 

 計 

前第３四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
 至  平成24年12月31日） 

   

金融収益以外の収益  256,934 48,330 334,679 408,877  1,048,820

純金融収益  2,242 2,313 113,266 △ 21,554  96,267

収益合計(金融費用控除後)  259,176 50,643 447,945 387,323  1,145,087

金融費用以外の費用  215,766 33,395 411,946 430,864  1,091,971

税引前四半期純利益(△損失)  43,410 17,248 35,999 △ 43,541  53,116
           

  
当第３四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
 至  平成25年12月31日） 

   

金融収益以外の収益  409,649 57,079 471,362 108,563  1,046,653

純金融収益  4,398 2,936 95,262 △ 516  102,080

収益合計(金融費用控除後)  414,047 60,015 566,624 108,047  1,148,733

金融費用以外の費用  245,313 38,226 488,301 122,246  894,086

税引前四半期純利益(△損失)  168,734 21,789 78,323 △ 14,199  254,647
           

  

 （訂正後） 

(単位：百万円) 

  営業部門 
アセット・ 
マネジメント

部門 

ホールセール
部門 

その他 
(消去分を 
含む) 

 計 

前第３四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
 至  平成24年12月31日） 

   

金融収益以外の収益  256,934 48,330 334,679 408,877  1,048,820

純金融収益  2,242 2,313 113,266 △ 21,554  96,267

収益合計(金融費用控除後)  259,176 50,643 447,945 387,323  1,145,087

金融費用以外の費用  215,766 33,395 411,946 430,864  1,091,971

税引前四半期純利益(△損失)  43,410 17,248 35,999 △ 43,541  53,116
    

  
当第３四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
 至  平成25年12月31日） 

   

金融収益以外の収益  409,649 57,079 471,361 108,563  1,046,652

純金融収益  4,398 2,936 95,262 △ 516  102,080

収益合計(金融費用控除後)  414,047 60,015 566,623 108,047  1,148,732

金融費用以外の費用  245,313 38,226 488,301 122,246  894,086

税引前四半期純利益(△損失)  168,734 21,789 78,322 △ 14,199  254,646
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  （省略） 

 

次の表は、前出の表に含まれる合算セグメント情報の、野村の四半期連結損益計算書上の収益合計(金融費用控除後)、

金融費用以外の費用計ならびに税引前四半期純利益に対する調整計算を示したものであります。 

 

(訂正前) 

 (単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

    至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

    至 平成25年12月31日）

収益合計(金融費用控除後) 1,145,087 1,148,733

営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 14,932 18,400

連結収益合計(金融費用控除後) 1,160,019 1,167,133
     

   

金融費用以外の費用計 1,091,971 894,086

営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 ― ―

連結金融費用以外の費用計 1,091,971 894,086
     

   

税引前四半期純利益 53,116 254,647

営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 14,932 18,400

連結税引前四半期純利益 68,048 273,047
     

 

（訂正後） 

 (単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 

    至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日 

    至 平成25年12月31日）

収益合計(金融費用控除後) 1,145,087 1,148,732

営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 14,932 18,400

連結収益合計(金融費用控除後) 1,160,019 1,167,132
     

   

金融費用以外の費用計 1,091,971 894,086

営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 ― ―

連結金融費用以外の費用計 1,091,971 894,086
     

   

税引前四半期純利益 53,116 254,646

営業目的で保有する投資持分証券の評価損益 14,932 18,400

連結税引前四半期純利益 68,048 273,046
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【地域別情報】 

（省略） 

 
 （訂正前） 
 (単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）

収益合計(金融費用控除後) (1)： 

米州 148,032 173,834

欧州 140,551 180,211

アジア・オセアニア 27,860 46,346

小計 316,443 400,391

日本 843,576 766,742

連結 1,160,019 1,167,133
  

 
 
税引前四半期純利益（△損失）： 

米州 23,447 △ 1,775

欧州 △ 56,643 △ 38,832

アジア・オセアニア △ 4,209 △ 20

小計 △ 37,405 △ 40,627

日本 105,453 313,674

連結 68,048 273,047
   

 

 （1）単独で重要とみなされる外部の顧客との取引から生ずる収益はありません。 

 

 （訂正後） 

 (単位：百万円)

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 

  至 平成24年12月31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 

  至 平成25年12月31日）

収益合計(金融費用控除後) (1)： 

米州 148,032 173,834

欧州 140,551 180,210

アジア・オセアニア 27,860 46,346

小計 316,443 400,390

日本 843,576 766,742

連結 1,160,019 1,167,132
   

 
 
税引前四半期純利益（△損失）： 

米州 23,447 △ 1,775

欧州 △ 56,643 △ 38,833

アジア・オセアニア △ 4,209 △ 20

小計 △ 37,405 △ 40,628

日本 105,453 313,674

連結 68,048 273,046
  

 

 （1）単独で重要とみなされる外部の顧客との取引から生ずる収益はありません。 
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