
(財)財務会計基準機構会員  

平成18年３月期 決算短信（非連結）  
平成18年４月28日

会社名 藍澤證券株式会社 上場取引所 JASDAQ

コード番号  8708 本社所在都道府県 東京都

(URL  http://www.aizawabtc.com/)

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 吉田　修三

問合せ先責任者 役職名 執行役員管理本部長

 氏名 小幡　俊夫 ＴＥＬ　　（０３）３２７２－３１１６

決算取締役会開催日 平成18年４月28日 中間配当制度の有無 無

配当支払開始予定日 平成18年６月28日 定時株主総会開催日 平成18年６月27日

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）

１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 
(1）経営成績 （記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。）

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 25,087 (51.9) 24,610 (52.6) 8,451 (153.1) 8,783 (143.7)

17年３月期 16,518 (△0.4) 16,125 (△0.9) 3,339 (△24.2) 3,604 (△21.6)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

純営業収益経
常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 4,925 (47.4) 111 51 109 12 10.0 6.4 35.7

17年３月期 3,342 (△16.9) 76 92 －  8.3 3.4 22.4

（注）①持分法投資損益 18年３月期 481百万円 17年３月期 327百万円
②期中平均株式数 18年３月期           43,631,358株 17年３月期 43,048,572株
③会計処理の方法の変更 無
④営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

⑤平成17年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権（ストックオプション）の未行使残高がありますが、

当社株式は非上場・非登録であり、期中平均株価の算出が困難なため記載しておりません。

(2）配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向 株主資本配当率
中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 35 00 －  35 00 1,707 31.4 3.0

17年３月期 12 50 －  12 50 538 16.3 1.3

 (注)18年３月期期末配当金の内訳は、普通配当22.50円、上場記念配当12.50円

(3）財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 自己資本規制比率

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

18年３月期 164,170 56,728 34.6 1,161 70 507.2

17年３月期 111,721 42,015 37.6 975 27 474.6

（注）①期末発行済株式数 18年３月期     48,780,804株 17年３月期 43,048,645株
②期末自己株式数 18年３月期          744,845株 17年３月期 1,477,004株

(4）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 △6,857 594 11,798 12,354

17年３月期 401 △4,076 △616 6,819

 ２．平成19年３月期の業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日)

　証券業の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、こうした事業の特殊性から業

績予想を行っておりません。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　当社グループは、証券業を中核とする「投資・金融サービス業」を主な内容とし、お客様に対して資金調達、資産運

用の両面で幅広いサービスを提供しております。

  主たる業務は次のとおりであります。

・有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引（以下「有価証券の売買等」という。）

・有価証券の売買等の媒介、取次ぎおよび代理ならびに有価証券市場（外国有価証券市場を含む。）における有価証券

  の売買等の委託の媒介、取次ぎおよび代理

・有価証券の引受および売出し

・有価証券の募集および売出しの取扱い

・有価証券の私募の取扱い

・証券業に付随する業務  

　また当社グループは、非連結子会社5社及び関連会社2社から構成されております。各子会社の事業は次のとおりです。

当社の子会社であるサン・アイ・エクセレント株式会社は主たる事業として不動産業を営んでおり、当社に対する不動

産の賃貸を行っております。アイザワ・インベストメンツ株式会社は主たる事業としてインベストメントバンキング業

務を営んでおります。上海藍澤投資諮詢有限公司は主たる事業として中国本土の情報サービス業を営み、当社へ情報を

配信しております。

  アイザワ・ベンチャー1号投資事業有限責任組合、同2号投資事業有限責任組合は未公開企業へ投資をする投資事業有

限責任組合であります。

　また、関連会社であるJapan Asia Holdings Ltdの子会社であるJapan Asia Securities Ltdと有価証券の売買の委託

を行っております。

 （投資・金融サービス業） 

顧
客 

(対
面
・
通
信
取
引

) 

J apan  Asia  Securit ies Limited． 

(注)1          （香港） 
（証券業） 

有価証券の売買の委託 

有価証券の売買注文等 

約定連絡・情報提供 

募集・売出 

藍

 澤

 證

 券

 株

 式

 会

 社

 
（
証
券
業
）

 

発行体（主に新規公開会社） 

委託者（投信委託会社） 

証 券 取 引 所 

非連結子会社 
サン･アイ･エクセレント株式会社 

（不動産業） 

J PBM 證券株式会社 
(注) 2 

持分法非適用関連会社 

発注・約定 

設定･解約 

株式の引受 

不動産の賃貸 

非連結子会社 
上海藍澤投資諮詢有限公司 

非連結子会社 
ｱｲｻﾞﾜ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ１号 
投資事業有限責任組合 

非連結子会社 
ｱｲｻﾞﾜ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ株式会社 

非連結子会社 
ｱｲｻﾞﾜ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ 2 号 
投資事業有限責任組合 

　（注）1.Japan Asia Securities Ltd.は当社の関連会社であるJapan Asia Holdings Ltd.の子会社であります。

　　　　2.JPBM證券株式会社は平成18年4月26日に証券業の登録を受け、今後証券業務を行う予定としております。
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２．経営方針
１．経営の基本方針

　当社は、「より多くの人に証券投資を通じ、より豊かな生活を提供する」を社是とし、よりよい投資環境および幅

広いサービスをお客様に提供することにより、深い信頼関係を築き、お客様との共存共栄を図っていくことを経営の

基本理念としております。今後も個人のお客様を主なカスタマーベースとするリテール証券会社として、適時、適切

な情報開示を行うとともにコンプライアンス体制を一層充実させ、激変する時代のニーズに合致した証券会社を目指

す所存であります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社の利益配分に関する基本方針は、中期的な収益動向を勘案したうえで財務体質の強化を図り、内部留保の充実

に努めるとともに安定的かつ高水準の利益還元を継続的に行うことにあります。

　当社の業績は株式市場が活況であることから、株式委託部門及びトレーディング部門が堅調に推移しております。

つきましては、株主の皆様のご支援にお応えすべく、配当性向等を勘案し普通配当金につきましては10円増配し22円

50銭とし、ジャスダック証券取引所への上場を果たした記念配当金12円50銭とあわせ期末配当予定を35円として定時

株主総会に付議することとしております。

３．投資単位の引き下げに関する考え方および方針

　当社は、投資単位の引下げは株式の流動性の向上及び個人投資家層の拡大を図るための有効な施策であることと認

識し、平成18年4月24日の取締役会において、平成18年6月1日を効力発生日とする１単元1,000株から100株への変更決

議を行いました。

４．目標とする経営指標

①　預り資産を15,000億円以上とする

②　ROE（株主資本純利益率）を8％から10％を平均的に確保することを目指す

③　1株あたりの利益水準で業界トップグループを目指す

④　格付け取得においてA格以上を目指す

５．中長期的な会社の経営戦略

＜当社が中長期的に取組むべき課題＞

(1）収益基盤の確立

　預り資産の拡大を計画的に行なってまいります。そのためにもお客様が投資しやすい環境を店舗、商品、チャ

ネルという多方面からのアプローチにより提供し続けてまいります。

　また、お客様との信頼を確保し、安定した取引関係を構築するために社員教育、コンプライアンス体制の一層

の充実を図り、「アイザワ」ブランドの構築に努めます。

(2）収益源の多様化 

　当社は激変を続ける投資環境の中で、お客様のニーズ並びにマーケットニーズを敏感に察知しながら、証券業

を中核とした商品、投資事業、フィービジネス、ディーリング部門等に収益の糧を求めてまいります。また、多

様化する業務へのリスク管理体制も一層強化し、健全な経営基盤を維持してまいります。

(3）他社との差別化

  当社は、商品戦略に独自性を有しております。株式については日本国内株式のみならず拡大を続けるアジア株

（中国（香港・深圳を含む）、韓国、台湾等）をお客様に提供し、投資信託については他社と異なる特色を有す

る商品を提供することにさらに注力してまいります。

　例えば中国Ａ株ファンドといったアジア関連商品ならびに、毎月分配型不動産投資信託等当社独自の商品を開

発・提供してまいります。

(4）店舗政策

　お客様が投資しやすい環境の第一ステップとして、入りやすい店舗、親しみやすい店舗をコンセプトとした少

人数低コスト小型店舗を富裕層の多い大都市近郊へ拡大してまいります。ここでは、対面形式とインターネット

等の取引チャネルが融合するコンプレックス店舗が展開され、初心者のお客様でもインターネットで取引できる

環境が用意されております。さらに出店は既存店舗を含んだ地域を取り囲み、継続的なセミナーの開催やローラー

方式でお客様を獲得してまいります。
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＜計画大綱＞

①　収益基盤の確立

・　預り資産の拡大

・　通信取引顧客の拡大

・　投信残高の積上げ

②　収益源の多様化

　・　金融収支の拡大

　・　トレーディング収益の安定

　・　引受、投資銀行業務等フィービジネスの拡大

③　他社との差別化

　・　アジア株式並びにアジア関連投信等の取組

　・　特色ある商品の提供

④　店舗政策

　・　低コスト小型店舗化、スクラップアンドビルドの推進

　・　コンプレックス店舗（対面、インターネット等の取引チャネルが複合する店舗）の拡大

 の4点を基本に据え、各部門毎の具体的推進計画を実施してまいります。

６．対処すべき課題

上記(1）～(4）の戦略を達成していくためには、

(1)　社員の能力向上

　社員の能力向上のためには、日常の社員教育を重視しつつ、研修、人事制度等も工夫し全社員のモラル向上を図

ります。

(2)　投資環境インフラを整備

　お客様にご満足いただける投資環境を提供するにあたってのインフラ整備を行います。店舗・情報提供・インター

ネット取引環境、迅速な決済処理等のインフラ整備への投資を行ってまいります。

(3)　リスク管理・コンプライアンス体制の整備

　多彩な商品、多様な投資手法を提供し続けるに際しましては、各々の商品、手法につきリスクを正確に把握し監

視してまいります。また、常にコンプライアンス（法令遵守）を念頭に、業務を行ってまいります。

　内部管理体制および売買監理体制の充実・強化に鋭意取組んでおりますが、平成17年7月に行なわれた日本証券業

協会、株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所および株式会社ジャスダック証券取引所の合同検査にお

いて、検査担当者による口頭注意を受けましたことにつきましては、なお弊社の内部管理体制に不備があったと認

識し、役員一同厳粛かつ真摯に受け止めております。今後さらに全役職員に法令遵守の再徹底を図り、再発防止に

努めてまいる所存です。　

(4)　経費削減のための合理化

　あらゆる業務遂行の場面で経費削減を意識いたします。しかしこれは単なる経費の削減にとどまらない業務の合

理化・効率化を伴うものであります。

７．親会社等に関する事項

　当社には、親会社等はありません。

８. 内部管理体制の整備・運用状況

(1) 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の強化のた

めの牽制組織の状況　

  当社は、内部監査の独立性を高めるため、内部監査を所管する内部監査部をいずれの業務ラインにも属さない

独立した部署として設置しております。

内部監査部は、「内部監査規程」に基づき、毎期初に策定する「年度内部監査計画書」に従って監査を実施し、

監査結果報告会において監査対象部門と問題点の共有化を図ったうえで改善を指示し、改善状況の確認を行います。

　また、当社の内部統制については、統制組織及び統制手段の両面から内部牽制が有効に機能する仕組みを構築
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しております。統制組織としては、日本証券業協会の「協会員の内部管理責任者等に関する規則」に基づき、内

部管理を担当する取締役1名を「内部管理統括責任者」として定めるとともに、各営業単位毎に「営業責任者」及

び「内部管理責任者」を設置しております。内部管理責任者は組織上、コンプライアンス本部の下部組織であり

ます営業管理部に属しており、人事上の評価につきましては組織の上長並びに内部管理統括補助責任者が行うこ

ととしており、営業部店におきましては営業部門からの独立性を保持するとともに営業部門と相互の内部牽制が

働く仕組みとしております。営業管理部の主たる業務としましては株式等の売買管理業務をはじめとして、営業

に関する考査業務の統括及び顧客管理に関する事項並びに法令諸規則に係る社員の指導等でありますが、下部組

織としましてお客様相談課を設置し、お客様からの問合せ並びに業務に関する事項について対応し内部管理体制

の充実に努めております。これら制度を通じ、証券取引法その他法令諸規則等の遵守、投資勧誘等の営業活動、

顧客管理等が適正に行われるよう社内の監査部門が中心となり、内部管理体制の整備に努めております。

　さらに、統制手段としては、社内規程・内規等の整備を図り、業務実施に際しての適正な管理等を行うととも

に、監査役及び会計監査人と連携しつつ内部監査等を実施しております。 

(2)  内部管理体制の充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

 

会　議　名 開　催　頻　度 開　催　回 数

 a.営業本部・コンプライアンス本部合同会議  原則月１回  １２回

 b.情報セキュリティ委員会  原則月１回  １２回

 c.リスク管理委員会  原則月１回  平成１８年４月設置

 a.営業本部・コンプライアンス本部合同会議

証券取引法をはじめとした法令・諸規則遵守の強化を図るため、社内に「営業本部・コンプライアンス本部合同

会議」を設置し、法令違反の未然防止策の立案、社内の問題点の洗い出しと改善策の検討・具体化を図っており

ます。

 b.情報セキュリティ委員会

情報セキュリティポリシーの作成ならびに個人情報保護マニュアルの策定を行うとともに原則毎月１回の委員会

の開催により経営情報および個人情報保護を含めた情報管理体制の強化を図っております。

 c.リスク管理委員会　

主に市場リスクの管理体制の整備を目的として平成18年4月に設置いたしました。

 

９．その他、会社の経営上の重要な事項

　　該当事項はありません。
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３．経営成績および財政状態
１．経営成績

  当期におけるわが国経済は、原油・原材料高や金利上昇などの影響が懸念されたものの、個人消費、民間設備投資、

輸出などの堅調な需要動向に支えられて回復基調を示しました。特に個人消費は、大雪など季節的な悪材料を乗越え、

雇用環境の好転、所得の増加、消費マインドの回復などにより安定的に景気回復に寄与いたしました。また、民間設

備投資は企業業績の好調や金融緩和を受けて大企業から中小企業まで幅広い増加となりました。さらに、輸出も米国

や中国を中心とするアジアの経済成長を背景に堅調な推移を実現いたしました。　

  次に株式市場は、5月17日の日経平均株価で10,825円39銭を底に緩やかな上昇基調を辿り、9月の衆議院選挙での与

党勝利を契機として上値を追う展開となりました。その主たる要因は、景気回復や脱デフレ期待の高まりにありまし

たが、これまで相場の牽引役と目されてきた外国人投資家に加えて個人投資家の投資マインドも改善したことによる

需給面での改善が大きく寄与いたしました。3月には5年7か月ぶりに日経平均株価で17,000円台への回復を実現し、当

年度末の日経平均株価は17,059円66銭となりました。また、3月31日時点の三市場信用買い残高は5兆3,693億円と前年

度末よりも2兆2,796億円の増加となっています。当年度における東京証券取引所の一日平均売買高（第一部、第二部、

マザーズ合計）は23億92百万株（前年比46.4％増）、一日平均売買代金は2兆40百億円（同68.7％増）となりました。 

  投資信託につきましては、純資産額が3月末に58兆4,790億円となり、前年度末を16兆726億円上回りました。設定か

ら解約・償還を差し引いた資金流出入は10兆1,474億円の流入超過となりました。純資産額の増減の内訳は、株式投信

は16兆550億円増加、公社債投信は6,279億円増加、ＭＭＦは6,103億円減少であり、株式投信の増加が投資信託全体の

純資産額増に寄与いたしました。　

  こうしたなか当社は、中期経営計画を着実に実行し、計画目標の前倒し達成を図ってまいりました。まず、収益源

の多様化、他社との差別化を図るべく本年度に入り、中国本土の経済・企業情報をリアルに入手するため、4月上海に

現地法人「上海藍澤投資諮詢有限公司」を設立し、お客様の高まるアジア株投資に新たな情報サービスを付加いたし

ました。また、7月には投資銀行部を立ち上げ、当部と連携した「アイザワ・インベストメンツ株式会社」を設立いた

しました。この数年間に蓄積した投資銀行業務のノウハウを活用し、収益寄与拡大を図ってまいります。さらに平成

18年2月22日には、経営目標の一つでありましたジャスダック証券取引所への当社株式上場を実現することができまし

た。

  この株式上場を契機として、多様な資金調達が可能となり、3月27日には株式会社みずほコーポレート銀行をアレン

ジャーとするシンジケーション方式による総額50億円のコミットメントラインを設定し、財務の強化を図りました。

その結果、当期の当社の営業収益は250億87百万円（前年同期比151.9％）、経常利益87億83百万円（前年同期比

243.7％）、当期純利益49億25百万円（前年同期比147.4％）を計上いたしました。

(1）受入手数料

商品戦略におきましては、お客様のニーズ並びにマーケットニーズを勘案しつつ、当社自ら商品企画及び開発を行っ

ております。当期は国内初の中国上場期待株ファンドである「ＦＣ Ｃ－申銀萬國・アイザワ　上場期待中国株ファ

ンド」や国内の未上場企業に投資する「ＦＣ Ｊ－トラスト－上場期待日本株ファンド」および「ＦＣ Ｔトラスト

－大福－アイザワ　好利回り中国株ファンド」等の新規募集を行い、販売実績を積み上げました。また、「ＦＣファ

ンド－レジット不動産証券投資信託」など毎月分配型不動産証券投資信託の継続募集を積極的に行ったほか、国内

初の投資信託である「FCチャイナエキスプレス中国不動産証券ファンド」を追加募集するなど特色ある商品の提供

を行いました。

　店舗戦略におきましては、本年度に入り、当社独自のコンプレックス店の展開を更に拡大いたしました。当社店

舗戦略であるスクラップアンドビルドの方針のもと、少人数低コストの小型店舗をさらに多面的に展開し、4月に沼

津支店、8月に世田谷経堂支店、10月に鎌倉支店、11月に神戸垂水支店を開設し、当社の営業基盤である関東・静

岡・関西での基盤強化を図り、富裕層の開拓に努めました。

その結果、受入手数料は前年同期比144.8％の162億73百万円となりました。科目別の概況は以下のとおりです。　

①　委託手数料

  委託手数料は前年同期比149.0％の140億83百万円となりました。株式市場の活況により、当社の株式委託売買

代金も前年同期比181.4％の3兆6,630億68百万円と増加し、株式委託手数料は前年同期比149.1％の140億64百万円

となりました。

②　引受・売出手数料

　引受・売出手数料は、株券引受手数料を中心に、前年同期比97.3％の82百万円となりました。

③　募集・売出しの取扱手数料、その他の受入手数料
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　募集・売出しの取扱手数料は、大半は投資信託の募集・売出しにかかわるものであります。

　　この結果、当社の投資信託の募集・売出取扱高は前年同期比179.8％の7,090億20百万円となり、当事業年度

の募集・売出しの取扱手数料は前年同期比117.5％の13億44百万円となりました。

(2）トレーディング損益

    株券等につきましては、先物取引における収益が増加したため、前年同期比200.0％の64億39百万円となりまし

  た。

    債券等につきましては、前年同期比73.0％の3億12百万円にとどまりました。

    その他につきましては、前年同期比135.3％の6億31百万円となりました。

(3）金融収支

　金融収益は、前年同期比122.6％の14億30百万円、金融費用は前年同期比121.2％の4億76百万円で差引収支は前

年同期比123.4％の9億54百万円となりました。

(4）販売費・一般管理費

　取引高の増加に伴い、取引関係費、人件費などの変動費の増加などにより、販売費・一般管理費は合計で、前

年同期比126.4％の161億59百万円となりました。

 (5）特別損益

　特別利益は、前年同期比13.6％の36百万円、特別損失は、前年同期比101.2％の422百万円となりました。

主たる要因は取引高増加に伴う証券取引責任準備金繰入、支店の耐震補強に伴う固定資産除却損等であります。 

２．財政状態

(1）資産、負債、資本の状況

　　当期末の資産総額は、1,641億70百万円、負債総額は1,074億42百万円、株主資本は567億28百万円となりまし

た。内訳は以下のとおりです。

① 資産

　資産合計は、前期末に比べ524億49百万円の増加となりました。これは株式市況の活況による信用取引資産の増

加326億77百万円、預託金の増加85億17百万円、現金・預金の増加55億35百万円および投資有価証券の増加74億17

百万円を主たる要因とするものであります。

② 負債

　負債合計は、前期末に比べ377億35百万円の増加となりました。これは信用取引資産の増加を要因とする信用取

引借入金が増加したことに伴う信用取引負債の増加161億83百万円、受入保証金の増加64億8百万円、未払法人税

等の発生29億92百万円等によるものであります。

③ 資本

　資本合計は、前期末に比べ147億13百万円の増加となりました。これは公募増資に伴う資本金の増加額30億円、

資本準備金31億10百万円、利益剰余金43億56百万円および有価証券評価差額金の増加39億円等によるものであり

ます。

(2）キャッシュ・フローの状況

　　　当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物は55億35百万円増加し、当事業年度末

残高は123億54百万円となりました。

当事業年度のキャッシュ・フローの内訳は以下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

　　　営業活動の使用した資金は68億 57百万円（前事業年度は4億1百万円の収入）となりました。　税引前当期純

利益83億97百万円を計上しましたが、信用取引貸付金を中心とする信用取引資産の増加が326億67百万円となった

ことなど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

　　投資活動の結果得られた資金は5億94百万円（前事業年度は 40億76百万円の支出）となりました。

　有価証券の取得33億80百万円がありましたが、有価証券の償還が63億30百万円となったことなどによるもので

　あります。
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③　財務活動によるキャッシュ・フロー　

　　　財務活動の結果得られた資金は117億98百万円（前事業年度は6億16百万円の支出）となりました。

新株式発行による収入が61億10百万円となったほか、短期借入金の増加が58億80百万円となことなどによるもの

であります。

  ３．事業等のリスク

 当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な

事項を記載しております。

　また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資者の判断上重要であると考えられる事

項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

　なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所

存であります。

　本項においては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は決算発表時現在において判断したものであ

ります。

(1) 事業関連について

  ① 主要な事業の前提に係るリスク

  当社は、証券業者として証券取引法第28条に基づく証券業の登録（登録番号関東財務局長（証）第１号）を受

け、証券取引法第29条の規定に基づき、内閣総理大臣の認可を受けて証券業務を営んでおります。

　証券業については、証券取引法第56条第１項及び第３項、同第56条の２第３項、同第56条の３にて登録及び認

可の取消となる要件が定められており、これに該当した場合登録及び認可の取消が命じられます。

　現時点において当社はこれらの取消事由に該当する事実はないと認識しております。

　しかしながら、将来何らかの事由により登録等の取消を命じられた場合には、当社の主要な事業活動に支障を

きたすとともに業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

② 市場の縮小に伴うリスク

  株式・債券相場が下落または低迷し流通市場の市場参加者が減少する場合、あるいは売買高や売買代金が縮小

する場合には、当社の売買委託手数料が減少する可能性があります。

　また、発行市場も同様の影響を受ける可能性があります。このような場合には、当社の経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

③ 相場の急激な変動に伴うリスク

  当社は、自己勘定で市場リスクを内包するトレーディングを行っておりますので、株価・債券価格・金利・為

替その他市場価格等の変動により当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④  競合によるリスク

 当社が属する証券業界においては、株式の売買委託手数料の自由化、規制緩和に伴う他業態からの新規参入等

をはじめとした環境変化が進行しております。とりわけ、近年においては、オンライン取引に特化した証券会社

の台頭、銀行の証券仲介業の解禁等もあり、当業界を取り巻く環境は年々厳しさを増す傾向にあります。

　そのため、このような事業環境の中で、当社が競争力を低下させた場合には、当社の経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 業務範囲の拡大に伴うリスク

  当社は株式市況に過度に依存しない収益体質を構築するため、投資銀行業務など証券業務以外の金融関連業務

を行うことを目的として、平成17年７月１日に投資銀行部を新設するとともに、当社100％出資にてアイザワ・

インベストメンツ株式会社を設立しております。

　新規業務への参入に際してはその採算性等について十分な検討を行っておりますが、投資先の事業が計画的に

遂行できなかった場合等においては投資リターンが確保できなくなることも予想され、当社の経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 財務関連について

① 信用取引に伴うリスク

  信用取引においては、顧客への信用供与が発生し、市況の変動によっては顧客の信用リスクが顕在化する可能

性があります。

　株式相場の変動等により、担保となっている有価証券等の価値が低下した場合など各顧客に追加で担保の差し

入れを求める場合があります。顧客が追加担保の差し入れに応じない場合には、担保となっている代用有価証券

を処分いたしますが、株式相場が急激に変動し、顧客への信用取引貸付金を十分に回収できない場合には、当社

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

－ 8 －



 ② 固定資産の減損に関するリスク

  固定資産の減損会計については、「固定資産の減損に係る会計基準」（平成14年８月９日企業会計審議会）に

基づき、当社では平成16年３月期より同会計基準を早期適用しております。

　その結果、当社が保有する固定資産について、現時点では経営状況に著しい影響を及ぼすような減損が生じる

可能性は低いと判断しております。

　しかしながら今後の経営環境または経営方針の変化等により減損処理が必要となった場合には、当社の経営成

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 ③ 年金債務に関するリスク

  当社の退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件に基づいて算定されております。

　実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合には、将来期間において認識される費

用及び計上される債務に影響を及ぼします。

(3) 資金調達について

  当社は事業の特性上、日常業務の遂行に必要となる大量の資金を機動的かつ安定的に調達する必要があります。

このため、長短期借入金といった安定的な資金調達に加えて、新たに金融機関との間にコミットメントラインを設

定する等、資金調達手段の多様化を図っております。また、無担保調達による借換リスクを低減させるため、資金

調達源の分散を図っております。

　ただし、経済情勢やその他の要因により、当社の経営成績及び財政状態が悪化した場合には、金融市場、資本市

場等からの資金調達が困難となる、若しくは資金調達コストが上昇する可能性があります。

(4) 法的規制等について

  当社は、証券取引法の他、各証券取引所、日本証券業協会等の自主規制機関による法令・諸規則等に従って業務

を遂行しておりますが、将来的に当社業務に関係する法令・諸規則や実務慣行、解釈等の変更が当社の経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 (5) 自己資本規制比率について

  証券会社は「証券取引法」及び「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」に基づき、一定の自己資本規制比

率の維持が求められております。

　当社の平成18年3月期末現在の当該比率は、507.2％でありますが、当該比率が120％を下回る場合には、金融庁は

証券会社に対して監督命令を発することができることとされております。さらに、当該比率が100％を下回った場合

には、３ヶ月以内の期間を定めて業務の全部または一部の業務の停止を求めることができ、かつ、当該比率の回復

が見込めないと認められる場合には、証券会社の登録を取り消すことができるとされております。

　そのため、当該比率が低下した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 (6) 法令遵守に関するリスクについて

  当社は法令遵守（コンプライアンス）体制の整備を経営の最重要課題として位置付け、内部統制の整備を図り、

より充実した内部管理体制の確立と役職員の教育・研修等を通じた意識徹底に努めておりますが、こうした内部統

制の整備やコンプライアンス研修は、役職員の違法行為を未然に防止するための有効な方策ではありますが、違法

行為の全てを排除することを保証するものではありません。

　また、役職員による意図的な違法行為は、総じて周到に隠蔽行為がなされ、長期間にわたって発覚しないケース

もあり、将来において当社の業績に影響を及ぼすような損害賠償を求められる可能性もあります。

　このほか、非公開情報の不適切な使用・漏洩・情報受領者と共謀等の不正行為の可能性もあります。

　これらの不正行為は、会社の使用者責任及び法的責任等を問われることもあり、場合によっては監督官庁より

種々の処分・命令を受ける可能性があり、また、当社の社会的な信用が低下する可能性もあります。

　かかる事態の発生により、当社が損失（もしくは得べかりし利益の逸失）を被り、当社の経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 訴訟等について

  顧客に対する説明不足あるいは顧客との認識の不一致などによって、顧客に損失が生じた場合には、当社が訴訟

の対象となる可能性があります。

　万一、訴訟等に発展し、当社の主張と異なる判断がなされた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

　なお、現在係争中の訴訟案件につきましては当社の経営に重大な影響を及ぼす可能性は低いと考えております。

 (8) その他

 ① システムに関するリスク

  当社が提供するインターネット取引システム及び当社が業務上使用するコンピューターシステムが、回線の不具

合、外部からの不正アクセス、災害や停電時の諸要因によって障害を起こした場合、障害規模によっては当社業務

に支障をきたし、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 ② 情報セキュリティに関するリスク
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  平成17年４月より個人情報保護法が施行され、情報セキュリティに関する関心が高まっております。当社では平

成16年４月より「情報セキュリティ委員会」を組織し、「情報セキュリティポリシー」、「情報セキュリティ管理

規則」および「情報セキュリティマニュアル」を制定し、情報漏洩防止体制等管理体制を強化を図ってまいりまし

たが、万一顧客情報を含む社内重要事実が社外に不正流出した場合、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

　　当社といたしましては、これを契機に技術的、人的安全管理措置等、顧客情報の管理を一層図って参ります。

 ③ 業務処理におけるリスク

  有価証券の受発注に関しましては、入力項目の確認等を励行しているほか、システム上の画面表示上も注意喚起

する等事故防止策が図られております。さらに、約定代金および売買単位が多額になる場合には、システム的に一

定の権限を付与された者以外は入力できないシステムとなっております。しかし、万一入力項目を誤って入力し、

約定が成立した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 ④ 人材の確保及び育成について

  当社は常に質の高い投資情報サービスを提供し、お客様の満足度の向上を実現できる人材の確保並びに育成して

いくことが重要な経営課題と捉えております。

　この観点から、新規採用及び中途採用の両面から積極的に人材を採用し、かつ社内研修の充実度を高めていく方

針であります。

　しかしながら、当社が必要とする人材が確保できなかった場合には、当社の経営成績及び今後の事業展開に影響

を及ぼす可能性があります。

 ⑤ 業務の外部委託について

  当社は、業務の効率化を図るため、業務の一部を他社へアウトソーシングしております。

　これらの業務委託先がシステムの故障、処理能力の限界またはその他の理由によりサービスの提供を中断または

停止し、当社が適時に代替策を講じることができない場合には、当社の顧客へのサービスの提供が途絶し、当社の

業績に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 

 ４.時価発行公募増資等に係る資金使途計画および資金充当実績

  当社は平成18年2月22日のジャスダック証券取引所上場に際し、公募増資により6,110百万円を調達いたしました。

  なお、資金使途計画及び資金充当実績は概略以下のとおりであります。

(1) 資金使途計画

 信用取引業務拡大に伴う運転資金に充当する予定であります。

(2) 資金充当実績 

 平成18年2月21日を払込期日とする時価発行公募増資の資金使途は概ね予定通りに進行中であります。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金・預金 ※１ 7,459 12,994

２　預託金 17,468 25,985

３　有価証券 2,800 －

４　トレーディング商品 ※１ 1,857 924

商品有価証券等 1,857 924

５　約定見返勘定 － 1,147

６　信用取引資産 56,532 89,210

(1）信用取引貸付金 51,203 85,884

(2）信用取引借証券担保金 5,329 3,325

７　立替金 519 908

(1）顧客への立替金 518 894

(2）その他 0 13

８　募集等払込金 150 －

９　短期差入保証金 3,536 2,494

10　前払金 25 43

11　前払費用 46 61

12　未収入金 23 85

13　未収収益 733 1,049

14　繰延税金資産 272 563

15　その他 22 0

貸倒引当金 △15 △1

流動資産合計 91,432 81.8 135,466 82.5
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※４ 5,398 5,443

(1）建物 1,845 1,828

(2）器具・備品 491 557

(3）土地 3,061 3,058

２　無形固定資産 887 943

(1）借地権 115 115

(2）ソフトウエア 689 745

(3）電話加入権等 82 82

３　投資その他の資産 14,002 22,316

(1）投資有価証券 ※１ 11,564 18,982

(2）関係会社株式 1,069 1,242

(3）その他の関係会社　有
価証券

－ 759

(4)出資金
 

7 7

(5)関係会社出資金
 

－ 14

(6）長期貸付金 191 190

(7）従業員長期貸付金 117 107

(8）関係会社長期貸付金 346 293

(9）長期差入保証金 549 561

(10）長期差入保証金代用
有価証券

41 78

(11）長期前払費用 7 63

(12）前払年金費用 － 107

(13）その他 730 384

貸倒引当金 △623 △476

固定資産計 20,288 18.2 28,704 17.5

資産合計 111,721 100.0 164,170 100.0
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　トレーディング商品 － －

商品有価証券等 － －

２　約定見返勘定 106 －

３　信用取引負債 40,502 56,686

(1）信用取引借入金 ※１ 32,896 52,042

(2）信用取引貸証券受入金 7,606 4,643

４　預り金 7,873 10,830

(1）顧客からの預り金 7,008 8,421

(2）その他 865 2,408

５　受入保証金 10,442 16,850

６　短期借入金 ※１ 4,820 11,200

７　未払金 371 610

８　未払費用 374 452

９　未払法人税等 517 3,509

10　賞与引当金 500 650

11　その他 0 0

流動負債計 65,508 58.6 100,790 61.4

Ⅱ　固定負債

１　長期借入金 ※１ 500 －

２　繰延税金負債 2,128 4,862

３　退職給付引当金 128 －

４　役員退職慰労引当金 321 325

５　長期預り金 316 400

固定負債計 3,394 3.1 5,588 3.4

Ⅲ　特別法上の準備金 ※５

１　証券取引責任準備金 804 1,063

特別法上の準備金計 804 0.7 1,063 0.6

負債合計 69,706 62.4 107,442 65.4
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※６ 5,000 4.5 8,000 4.9

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 ※10 4,753 7,863

２　その他資本剰余金 0 154

自己株式処分差益 0 154

資本剰余金合計 4,753 4.3 8,017 4.9

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 ※10 3,202 3,202

２　任意積立金 21,998 24,998

(1）修繕積立金 3,000 3,000

(2）固定資産圧縮積立金 3 3

(3）買換資産土地圧縮積立金 125 125

(4）別途積立金 18,870 21,870

３　当期未処分利益 4,319 5,675

利益剰余金合計 29,520 26.4 33,876 20.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 3,148 2.8 7,049 4.3

Ⅴ　自己株式 ※７ △406 △0.4 △215 △0.1

資本合計 42,015 37.6 56,728 34.6

負債・資本合計 111,721 100.0 164,170 100.0
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益

１　受入手数料 11,237 16,273

(1）委託手数料 9,452 14,083

(2）引受・売出手数料 84 82

(3）募集・売出しの取扱手数料 1,144 1,344

(4）その他 555 763

２　トレーディング損益 ※１ 4,114 7,382

３　金融収益 ※２ 1,166 1,430

営業収益計 16,518 100.0 25,087 100.0

Ⅱ　金融費用 ※３ 392 2.4 476 1.9

純営業収益 16,125 97.6 24,610 98.1

Ⅲ　販売費・一般管理費 12,785 77.4 16,159 64.4

１　取引関係費 ※４ 1,438 2,114

２　人件費 ※５ 6,864 9,067

３　不動産関係費 ※６ 1,247 1,391

４　事務費 ※７ 2,032 2,198

５　減価償却費 374 458

６　租税公課 ※８ 160 225

７　その他 ※９ 668 702

営業利益 3,339 20.2 8,451 33.7

Ⅳ　営業外収益 ※10 286 1.7 423 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※11 21 0.1 90 0.4

経常利益 3,604 21.8 8,783 35.0

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 215 －

２　ゴルフ会員権売却益 0 －

３　ゴルフ会員権償還益 33 1

４　貸倒引当金戻入 19 35

特別利益計 269 1.6 36 0.2
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 ※12 73 103

２　固定資産売却損 ※13 1 36

３　投資有価証券売却損 17 15

４　証券取引責任準備金繰入 199 259

５　ゴルフ会員権評価減 2 －

６　ゴルフ会員権売却損 － 2

７　減損損失 ※14 101 5

８　貸倒引当金繰入 21 －

特別損失計 417 2.5 422 1.7

税引前当期純利益 3,456 20.9 8,397 33.5

法人税、住民税および事業税 481 2.9 3,673 14.7

法人税等調整額 △367 △2.2 △200 △0.8

当期純利益 3,342 20.2 4,925 19.6

前期繰越利益 976 750

当期未処分利益 4,319 5,675
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(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 3,456 8,397

減価償却費 374 458

貸倒引当金の増加額（減少額） 19 △106

賞与引当金の増加額（減少額） △75 150

退職給付引当金の減少額 △267 △128

役員退職慰労引当金の増加額 28 3

受取利息及び受取配当金 △1,333 △1,777

支払利息 392 475

投資有価証券売却益 △215 －

投資有価証券売却損 17 15

有形固定資産除却損 42 97

有形固定資産売却損 1 36

減損損失 101 5

ゴルフ会員権売却益 △0 －

ゴルフ会員権償還益 △33 △1

ゴルフ会員権評価減 24 －

匿名投資組合運用損 － 41

顧客分別金信託金の増加額 △760 △8,341

立替金の減少額（増加額） 13 △388

短期差入保証金の減少額(増加額) △2,360 1,041

前払年金費用の増加額 － △107

トレーディング商品（資産）の減少額 3,843 933

信用取引資産の増加額 △15,088 △32,677

証券取引責任準備金の増加額 199 259

預り金の増加額（減少額） △800 2,956

トレーディング商品（負債）の減少額 △4 －

信用取引負債の減少額 9,673 16,183

受入保証金の増加額 1,703 6,408

役員賞与の支払額 △31 △31

その他 643 △1,228

小計 △436 △7,323
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

利息及び配当金の受取額 1,291 1,641

利息の支払額 △387 △480

法人税等の支払額 △64 △695

営業活動によるキャッシュ・フロー 401 △6,857

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △3,800 △3,380

有価証券の償還による収入 1,000 6,330

有形固定資産の取得による支出 △368 △330

有形固定資産の売却による収入 0 6

無形固定資産の取得による支出 △428 △316

投資有価証券の取得による支出 △273 △958

投資有価証券の売却による収入 267 31

関係会社株式の取得による支出 － △200

その他の関係会社有価証券の取得による支
出

－ △770

関係会社への出資による支出 － △14

出資金の預入による支出 △0 △0

保証金の差入による支出 △80 △41

保証金の返戻による収入 80 23

貸付による支出 △8 △20

貸付金の回収による収入 92 85

定期預金の預入による支出 △500 －

その他 △58 149

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,076 594

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払 △516 △538

短期借入金の純増減額 △100 5,880

株式発行による収入 － 6,110

自己株式の取得による支出 － △18

自己株式の売却による収入 0 364

財務活動によるキャッシュ・フロー △616 11,798

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少額） △4,291 5,535

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 11,110 6,819

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 6,819 12,354
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(4）利益処分案

前事業年度
（株主総会承認日
平成17年６月29日）

当事業年度
（株主総会承認予定日

平成18年６月27日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 4,319 5,675

Ⅱ　任意積立金取崩額

１　固定資産圧縮積立金取崩
額

0 0 0 0

合計 4,319 5,676

Ⅲ　利益処分額

１　株主配当金 538 1,707

２　取締役賞与金 31 60

３　任意積立金

別途積立金 3,000 3,569 3,000 4,767

Ⅳ　次期繰越利益 750 908

　（注）　固定資産圧縮積立金の取崩額は租税特別措置法の規定に基づくものであります。
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評

価方法

　トレーディング商品（売買目的有価証券）及びデリバ

ティブ取引等については、時価法を採用しております。

１．トレーディングに関する有価証券等の評価基準及び評

価方法

同左

２．トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び

評価方法

　トレーディング関連以外の有価証券等については、以

下の評価基準及び評価方法を採用しております。

２．トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準及び

評価方法

同左

（１）その他有価証券

ア　時価のある有価証券

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）によっております。

（１）その他有価証券

ア　時価のある有価証券

同左

イ　時価のない有価証券

　移動平均法による原価法によっております。

イ　時価のない有価証券

　移動平均法による原価法によっております。

　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への

出資（証券取引法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの）については、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎

とし、持分相当額を純額で取り込む方法によってお

ります。

（２）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によっております。

（２）子会社株式及び関連会社株式

同左

３．固定資産の減価償却方法 ３．固定資産の減価償却方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物（２年～50年）

器具・備品（３年～20年）

(1）有形固定資産

 同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、ソフトウェア

（自社利用分）については、社内における見込利用可

能期間（５年）による定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

４．繰延資産の処理方法 ４．繰延資産の処理方法

－

 

新株発行費

支出時に全額費用処理しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所

定の計算方法（支給見込額基準）により算出した額を

計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員平均の残存勤務期間以内の一定年数（10年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

　なお、当事業年度末においては、107百万円を前払

年金費用に計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員平均の残存勤務期間以内の一定年数（10年）に

よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員等の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(4）役員退職慰労引当金

同左

７．特別法上の準備金の計上基準

証券取引責任準備金

　証券事故による損失に備えるため証券取引法第51条

の規定に基づき「証券会社に関する内閣府令」第35条

に定めるところにより算出した額を計上しております。

７．特別法上の準備金の計上基準

証券取引責任準備金

同左

８．リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

８．リース取引の処理方法

同左
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

９．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の要件を充たしてい

る場合に特例処理を採用しております。

(2）ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘッジ手段

　主に当社の内規である「資金運用及び調達に関する

事務細則」に基づき、金利変動リスクをヘッジしてお

ります。

　当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりであります。

ヘッジ対象

　長期借入金利

ヘッジ手段

　金利スワップ

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについて特例処理の要件に該当するか

否かの判定をもって有効性の判定に代えております。

９．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘッジ手段

同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

10．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金及び当座預金、普通預金等の随

時引き出し可能な預金からなっております。

10．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

11．その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっ

ております。なお、固定資産に係る控除対象外消費税

等は、発生事業年度の費用としております。

11．その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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追加情報

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

外形標準課税制度の導入について

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日　企業会計基準委

員会　実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費・一般管理費に計上

しております。

　この結果、販売費・一般管理費が61百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ同額

減少しております。

 

　　　　　　　　　　 －
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※１．担保に供されている資産の状況は、次のとおりであ

ります。

　なお、担保に供されている資産の価額は貸借対照表

計上額によっております。

※１．担保に供されている資産の状況は、次のとおりであ

ります。

　なお、担保に供されている資産の価額は貸借対照表

計上額によっております。

科目

被担保債

務

(百万円)

トレーディン

グ商品

(百万円)

投資有価

証券

(百万円)

定期預

金

(百万円)

計

(百万円)

短期借入金 4,680 499 7,030 500 8,030

　金融機関借

入金
3,480 499 5,922 500 6,922

　証券金融会

社借入金
1,200 － 1,107 － 1,107

信用取引借

入金
32,896 499 610 － 1,110

長期借入金 500 － 957 － 957

計 38,076 999 8,598 500 10,098

科目

被担保債

務

(百万円)

トレーディン

グ商品

(百万円)

投資有価

証券

(百万円)

定期預

金

(百万円)

計

(百万円)

短期借入金 5,160 － 8,787 500 9,287

　金融機関借

入金
3,960 － 7,257 500 7,757

　証券金融会

社借入金
1,200 － 1,529 － 1,529

信用取引借

入金
52,042 － 5,333 － 5,333

長期借入金 － － － － －

計 57,202 － 14,120 500 14,620

　上記のほか、先物取引証拠金等の代用として投資有

価証券1,178百万円を差入れております。

　上記のほか、先物取引証拠金等の代用として投資有

価証券1,783百万円、また関係会社であるアイザワ・イ

ンベストメンツ（株）の金融機関借入金に対する担保

提供として288百万円を差入れております。

２．担保等として差入をした有価証券の時価等 ２．担保等として差入をした有価証券の時価等

信用取引貸証券 7,980百万円

信用取引借入金の本担保証券 31,441百万円

信用取引の自己融資見返り株券 10,600百万円

顧客分別金信託として信託した有

価証券
509百万円

信用取引貸証券 84,408百万円

信用取引借入金の本担保証券 52,775百万円

信用取引の自己融資見返り株券 17,953百万円

顧客分別金信託として信託した有

価証券
509百万円

３．担保等として差入を受けた有価証券の時価等 ３．担保等として差入を受けた有価証券の時価等

信用取引借証券 5,180百万円

信用取引貸付金の本担保証券 49,447百万円

受入保証金等代用有価証券 67,172百万円

信用取引借証券 3,186百万円

信用取引貸付金の本担保証券 5,449百万円

受入保証金等代用有価証券 98,638百万円

※４．有形固定資産から控除した減価償却累計額は、次の

とおりであります。

※４．有形固定資産から控除した減価償却累計額は、次の

とおりであります。

建物 2,142百万円

器具・備品 701百万円

建物 2,130百万円

器具・備品 674百万円

※５．特別法上の準備金 ※５．特別法上の準備金

証券取引責任準備金 同左

　証券取引法第51条の規定に基づく準備金でありま

す。

※６．授権株式数および発行済株式総数 ※６．授権株式数および発行済株式総数

授権株式数 普通株式 178,000,000株

　ただし、株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずる旨定款で定めておりま

す。

発行済株式総数 普通株式 44,525,649株

授権株式数 普通株式 178,000,000株

　ただし、株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずる旨定款で定めておりま

す。

発行済株式総数 普通株式 49,525,649株
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※７．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式

1,477,004株であります。

※７．自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式

744,845株であります。

８．保証債務の残高

斡旋融資連帯保証 　 31百万円

８．保証債務の残高

斡旋融資連帯保証 　 7百万円

アイザワ・インベストメンツ（株） 470百万円

９．配当可能利益からの控除額

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は3,131百万円であ

ります。

９．配当可能利益からの控除額

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を

付したことにより増加した純資産額は 7,017百万円で

あります。

※10．資本の４分の１を超える資本準備金・利益準備金

　当社は、資本の額に達するまで金銭による利益の配

当額の５分の１以上を利益準備金として積み立てるべ

きことを定めた証券取引法に基づき、利益準備金の積

立てを行うこととしてまいりました。平成10年12月１

日施行の証券取引法の改正により当該規定が廃止され

たことに伴い、商法第288条の規定を受けることとなり

ました。平成13年10月１日施行の改正商法第288条の規

定により、利益準備金として積み立てるべき額は、資

本準備金と合算して資本の４分の１に達するまでとさ

れており、当期末における資本の４分の１を超える額

は6,705百万円であります。

※10．資本の４分の１を超える資本準備金・利益準備金

　当社は、資本の額に達するまで金銭による利益の配

当額の５分の１以上を利益準備金として積み立てるべ

きことを定めた証券取引法に基づき、利益準備金の積

立てを行うこととしてまいりました。平成10年12月１

日施行の証券取引法の改正により当該規定が廃止され

たことに伴い、商法第288条の規定を受けることとなり

ました。平成13年10月１日施行の改正商法第288条の規

定により、利益準備金として積み立てるべき額は、資

本準備金と合算して資本の４分の１に達するまでとさ

れており、当期末における資本の４分の１を超える額

は9,065百万円であります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．トレーディング損益の内訳 ※１．トレーディング損益の内訳

実現損益 評価損益 計

株券等トレー

ディング損益
3,222百万円 △2百万円 3,219百万円

債券等トレー

ディング損益
425 2 427

その他トレー

ディング損益
466 － 466

計 4,114 0 4,114

実現損益 評価損益 計

株券等トレー

ディング損益
6,447百万円 △8百万円 6,439百万円

債券等トレー

ディング損益
327 △15 312

その他トレー

ディング損益
631 － 631

計 7,406 △24 7,382

※２．金融収益の内訳 ※２．金融収益の内訳

信用取引受取利息・品貸料 1,104百万円

受取配当金 6

受取債券利子 44

収益分配金 0

受取利息 0

その他 10

計 1,166

信用取引受取利息・品貸料 1,407百万円

受取配当金 4

受取債券利子 13

収益分配金 0

受取利息 5

その他 －

計 1,430

※３　金融費用の内訳 ※３　金融費用の内訳

信用取引支払利息・品借料 311百万円

支払利息 81

その他 0

計 392

信用取引支払利息・品借料 385百万円

支払利息 90

その他 0

計 476

※４．取引関係費の内訳 ※４．取引関係費の内訳

支払手数料 422百万円

取引所・協会費 290

通信・運送費 430

旅費・交通費 72

広告宣伝費 180

交際費 41

計 1,438

支払手数料 610百万円

取引所・協会費 570

通信・運送費 469

旅費・交通費 79

広告宣伝費 326

交際費 57

計 2,114

※５．人件費の内訳 ※５．人件費の内訳

報酬・給料 2,939百万円

歩合外務員報酬 719

その他の報酬・給料 1,615

役員退職慰労引当金繰入 28

役員退職慰労金 0

福利厚生費 914

賞与引当金繰入 500

退職給付費用 146

計 6,864

報酬・給料 3,176百万円

歩合外務員報酬 1,151

その他の報酬・給料 2,986

役員退職慰労引当金繰入 33

役員退職慰労金 9

福利厚生費 902

賞与引当金繰入 641

退職給付費用 164

計 9,067

※６．不動産関係費の内訳 ※６．不動産関係費の内訳

不動産費 573百万円

器具・備品費 673

計 1,247

不動産費 615百万円

器具・備品費 775

計 1,391
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前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※７．事務費の内訳 ※７．事務費の内訳

事務委託費 1,891百万円

事務用品費 141

計 2,032

事務委託費 2,057百万円

事務用品費 141

計 2,198

※８．租税公課の内訳 ※８．租税公課の内訳

事業所税 8百万円

事業税 61

固定資産税 41

印紙税 9

その他 40

計 160

事業所税 11百万円

事業税 105

固定資産税 39

印紙税 6

その他 62

計 225

※９．その他の内訳 ※９．その他の内訳

情報提供料等 318百万円

水道光熱費 64

研修費 26

寄付金 4

その他 254

計 668

情報提供料等 415百万円

水道光熱費 63

研修費 27

寄付金 12

その他 184

計 702

※10．営業外収益の内訳 ※10．営業外収益の内訳

不動産賃貸料 38百万円

受取配当金 143

その他 104

計 286

不動産賃貸料 39百万円

受取配当金 152

有価証券利息 179

その他 51

計 423

※11．営業外費用の内訳 ※11．営業外費用の内訳

保証金消却損 7百万円

リース解約違約金 5

その他 8

計 21

匿名投資組合運用損 41百万円

新株発行費 38

その他 10

計 90

－ －

※12．固定資産除却損の主なものは、店舗の改装による建

物33百万円、器具・備品９百万円の除却及び基幹系業

務システムの変更によるソフトウエアの除却30百万円

によるものであります。

※12．固定資産除却損の主なものは、店舗の改装による建

物８百万円、器具・備品16百万円の除却及び老朽化し

た店舗の解体による建物15百万円の除却、解体費用57

百万円、またインターネット取引増強に伴う旧ソフト

ウエア５百万円の除却によるものであります。

※13．固定資産売却損の主なものは、器具・備品の売却１

百万円によるものであります。

※13．固定資産売却損の主なものは、厚生施設の売却36百

万円によるものであります。

－ 27 －



前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※14．減損損失

　当社は、固定資産の減損に係る会計基準二６．

（１）に基づき当社の管理会計制度上で定める

キャッシュ・フロー生成単位で資産のグルーピング

を行っております。

　当該資産又は資産グループは、営業店・賃貸不動

産・共用資産・遊休資産であります。

　当事業年度において将来の使用計画を未定とする

意思決定が行われた資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失101百万円とし

て特別損失に計上いたしました。

　なお、該当する減損対象資産は遊休資産であり、

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、

固定資産税評価額等により評価しております。

　減損損失を認識した資産又は資産グループは以下

のとおりであります。

場所 用途 種類
減損損失額
(百万円)

静岡県伊東市 遊休資産
建物 3

土地 97

合計 101

※14．減損損失

　当社は、固定資産の減損に係る会計基準二６．（１）

に基づき当社の管理会計制度上で定めるキャッシュ・

フロー生成単位で資産のグルーピングを行っておりま

す。

　当該資産又は資産グループは、営業店・賃貸不動

産・共用資産・遊休資産であります。

　当事業年度において将来の使用計画を中止とする意

思決定が行われた資産の帳簿価額を備忘価額まで減額

し、当該減少額を減損損失５百万円として特別損失に

計上いたしました。

　なお、該当する減損対象資産は遊休資産であり、老

朽化等による現在の資産状況を鑑み備忘価額として評

価しております。

　減損損失を認識した資産又は資産グループは以下の

とおりであります。

場所 用途 種類
減損損失額
(百万円)

兵庫県加古川市 遊休資産
建物 2

土地 3

合計 5

－ 28 －



（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金・預金勘定 7,459百万円

計 7,459百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △640百万円

現金及び現金同等物 6,819百万円

現金・預金勘定 12,994百万円

計 12,994百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △640百万円

現金及び現金同等物 12,354百万円

①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（1）　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額および期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

（1）　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

相当額および期末残高相当額

器具・備品 ソフトウエア 合計

取得価額相当額 202 百万円 42 百万円 244 百万円

減価償却累計額相当額 106 百万円 8 百万円 115 百万円

期末残高相当額 95 百万円 33 百万円 129 百万円

器具・備品 ソフトウエア 合計

取得価額相当額 327 百万円 42 百万円 370 百万円

減価償却累計額相当額 150 百万円 17 百万円 167 百万円

期末残高相当額 177 百万円 25 百万円 202 百万円

　なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産残高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

同左

（2）　未経過リース料期末残高相当額 （2）　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 47百万円

１年超 81百万円

合計 129百万円

１年以内 66百万円

１年超 135百万円

合計 202百万円

　なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占めるその割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

同左

（3）　支払リース料および減価償却費相当額 （3）　支払リース料および減価償却費相当額

支払リース料 55百万円

減価償却費相当額 55百万円

支払リース料 55百万円

減価償却費相当額 55百万円

（4）　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

（4）　減価償却費相当額の算定方法

同左

２．減損損失について

　リース資産に配分された減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しております。

２．減損損失について

同左
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②　有価証券およびデリバティブ取引の状況

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

１．トレーディングに係るもの

(1）トレーディングの状況に関する事項

①　トレーディングの内容

　当社が行うトレーディング取引に係る取扱商品は、　1）株式や債券に代表される有価証券、　2）株価指

数の先物取引やオプション取引、国債証券の先物取引やオプション取引、金利先物取引といった取引所取引

の金融派生商品および　3）スワップ取引、為替予約取引、選択権付債券売買取引等の取引所取引以外の金融

派生商品の３種類に大別されます。

②　トレーディングに対する取組方針

　当社は、証券業を営んでおり、トレーディングにおけるリスクテイクを業務としておりますので、有価証

券等の売買取引のほか、デリバティブ取引についても業務として取り組んでおり、そのリスク管理は極めて

重要であると認識しております。

③　トレーディングの利用目的

　当社が行うトレーディング取引は、有価証券の売買その他の取引を公正ならしめ、かつ流通を円滑ならし

めることを目的としております。またトレーディングにおいてデリバティブ取引を効率的に活用することに

より、顧客ニーズに対する適応力やトレーディング・ポジションの管理能力を向上させております。

④　トレーディングに係るリスクの内容

　トレーディング取引に伴って発生し、当社の財務状況に大きな影響を与えるリスクとしては、主として、

マーケットリスクと取引先リスクがあげられます。マーケットリスクは、株価・金利・為替等の市場価格が

変動することによって発生するリスクであり、取引先リスクは、発行体や取引相手先が契約を履行できなく

なる場合、すなわちデフォルト状態になったときに発生するリスクであります。

⑤　トレーディングに係るリスク管理体制

　トレーディング業務は、市況の変化に影響を受けやすく、取扱商品の多様化ならびにマーケットリスクが

複雑化しておりますので、リスク管理は極めて重要と認識しております。当社のリスク管理の基本は、財務

状況に合せたリスクを適切にコントロールすることであります。このため当社では「自己計算による売買取

引の実施権限に関する規程」を定め、ポジション枠、ロスカットルール、与信枠等の設定をしております。

また、リスク管理は、商品部門、営業部門から独立した経理部門が掌握し、トレーディングポジションの状

況は経営者に毎日報告されており、損益と合せて報告書が月例取締役会に提出され分析・検討が行われてお

ります。
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(2）商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価

種類
貸借対照表計上額

当事業年度の損益に含ま
れた評価差額（百万円）

資産（百万円） 負債（百万円）

株式 1 － 0

債券 1,841 － 10

受益証券 15 － △39

合計 1,857 － △28

(3）デリバティブ取引の契約額等および時価

種類

平成17年３月31日

資産 負債

契約額等
（百万円）

時価（百万円）
契約額等
（百万円）

時価（百万円）

オプション取引 － － － －

為替予約取引 － － － －

先物取引 － － － －

スワップ取引 － － － －

２．トレーディングに係るもの以外

(1）その他有価証券で時価のあるもの

種類
貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 9,772 4,398 5,373

債券 － － －

受益証券 － － －

小計 9,772 4,398 5,373

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 522 614 △91

債券 － － －

受益証券 － － －

小計 522 614 △91

合計 10,295 5,012 5,282
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(2）当該事業年度中に売却したその他有価証券（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

267 215 17

(3）時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 貸借対照表計上額（百万円）

子会社株式及び関連会社株式 1,069

その他有価証券

非上場株式 1,255

非上場債券 2,805

その他 50

(4）その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額

 

 

１年以内

（百万円）

１年超５年以内

（百万円）

５年超10年以内

（百万円）

10年超

（百万円）

債券

社債 2,800 5 － －

合計 2,800 5 － －
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(5）デリバティブ取引関係

①取引の状況に関する事項

取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。

取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。

ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合に特例処理を採用しております。

ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘッジ手段

　主に当社の内規である「資金運用及び調達に関する事務細則」に基づき、金利変動リスクをヘッジし

ております。

ヘッジ対象

長期借入金利

ヘッジ手段

金利スワップ

有効性評価の方法

　金利スワップについて特例処理の要件に該当するか否かの判断をもって有効性の判定に代えております。

取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

　なお、取引相手先は信用度の高い金融機関であるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、社内規則に基づき適切な承認を受け経理部が行っております。

②取引の時価等に関する事項

　当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計が適用されているため、記載対象から除いて

おります。
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当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

１．トレーディングに係るもの

(1）トレーディングの状況に関する事項

①　トレーディングの内容

　当社が行うトレーディング取引に係る取扱商品は、1）株式や債券に代表される有価証券、2）株価指数の

先物取引やオプション取引、国債証券の先物取引やオプション取引、金利先物取引といった取引所取引の金

融派生商品および　3）スワップ取引、為替予約取引、選択権付債券売買取引等の取引所取引以外の金融派生

商品の３種類に大別されます。

②　トレーディングに対する取組方針

　当社は、証券業を営んでおり、トレーディングにおけるリスクテイクを業務としておりますので、有価証

券等の売買取引のほか、デリバティブ取引についても業務として取り組んでおり、そのリスク管理は極めて

重要であると認識しております。

③　トレーディングの利用目的

　当社が行うトレーディング取引は、有価証券の売買その他の取引を公正ならしめ、かつ流通を円滑ならし

めることを目的としております。またトレーディングにおいてデリバティブ取引を効率的に活用することに

より、顧客ニーズに対する適応力やトレーディング・ポジションの管理能力を向上させております。

④　トレーディングに係るリスクの内容

　トレーディング取引に伴って発生し、当社の財務状況に大きな影響を与えるリスクとしては、主として、

マーケットリスクと取引先リスクがあげられます。マーケットリスクは、株価・金利・為替等の市場価格が

変動することによって発生するリスクであり、取引先リスクは、発行体や取引相手先が契約を履行できなく

なる場合、すなわちデフォルト状態になったときに発生するリスクであります。

⑤　トレーディングに係るリスク管理体制

　トレーディング業務は、市況の変化に影響を受けやすく、取扱商品の多様化ならびにマーケットリスクが

複雑化しておりますので、リスク管理は極めて重要と認識しております。当社のリスク管理の基本は、財務

状況に合せたリスクを適切にコントロールすることであります。このため当社では「自己計算による売買取

引の実施権限に関する規程」を定め、ポジション枠、ロスカットルール、与信枠等の設定をしております。

また、リスク管理は、商品部門、営業部門から独立した経理部門が掌握し、トレーディングポジションの状

況は経営者に毎日報告されており、損益と合せて報告書が月例取締役会に提出され分析・検討が行われてお

ります。
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(2）商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価

種類
貸借対照表計上額

当事業年度の損益に含ま
れた評価差額（百万円）

資産（百万円） 負債（百万円）

株式 25 － △4

債券 886 － △5

受益証券 12 － △42

合計 924 － △52

(3）デリバティブ取引の契約額等および時価

種類

平成18年３月31日

資産 負債

契約額等
（百万円）

時価（百万円）
契約額等
（百万円）

時価（百万円）

オプション取引 － － － －

為替予約取引 － － － －

先物取引 － － － －

スワップ取引 － － － －

２．トレーディングに係るもの以外

(1）その他有価証券で時価のあるもの

種類
貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 17,179 5,360 11,819

債券 － － －

受益証券 － － －

小計 17,179 5,360 11,819

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 3 3 0

債券 － － －

受益証券 － － －

小計 3 3 0

合計 17,183 5,363 11,819
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(2）当該事業年度中に売却したその他有価証券（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

31 － 15

(3）時価評価されていない主な有価証券の内容

種類 貸借対照表計上額（百万円）

子会社株式及び関連会社株式 1,242

その他有価証券

非上場株式 1,314

非上場債券 －

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資
1,321

(4）デリバティブ取引関係

①取引の状況に関する事項

取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。

取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する

目的で利用しております。

ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合に特例処理を採用しております。

ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘッジ手段

　主に当社の内規である「資金運用及び調達に関する事務細則」に基づき、金利変動リスクをヘッジし

ております。

ヘッジ対象

長期借入金利

ヘッジ手段

金利スワップ

有効性評価の方法

　金利スワップについて特例処理の要件に該当するか否かの判断をもって有効性の判定に代えております。

取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

　なお、取引相手先は信用度の高い金融機関であるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、社内規則に基づき適切な承認を受け経理部が行っております。

②取引の時価等に関する事項

　当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計が適用されているため、記載対象から除いて

おります。
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③　退職給付

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。

　なお、従来加入しておりました総合設立型の日本証券

業厚生年金基金は、平成17年３月25日付で厚生労働大臣

より解散の認可を受けております。これによる損益への

影響はありません。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。

　

２．退職給付債務に関する事項

（平成17年３月31日現在）

２．退職給付債務に関する事項

（平成18年３月31日現在）

（百万円）

①　退職給付債務 △2,234

②　年金資産 1,960

③　未積立退職給付債務（①＋②） △273

④　未認識数理計算上の差異 145

⑤　退職給付引当金（③＋④） △128

（百万円）

①　退職給付債務 △2,286

②　年金資産 2,612

③　未積立退職給付債務（①＋②） 326

④　未認識数理計算上の差異 △218

⑤　前払年金費用（③＋④） 107

　（注）　上記のほか、総合設立の厚生年金基金に係る年

金資産のうち、当社の掛金拠出割合に基づく年金

資産残高がありましたが、日本証券業厚生年金基

金が、平成17年３月25日付で厚生労働大臣より解

散の認可を受けており、当事業年度末において、

当社の掛金拠出割合に基づく年金資産残高は算出

されておりません。

　

３．退職給付費用に関する事項

（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

３．退職給付費用に関する事項

（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

（百万円）

①　勤務費用 126

②　利息費用 38

③　期待運用収益 △31

④　数理計算上の差異の費用処理額 12

⑥　退職給付費用

（①＋②＋③＋④）
146

（百万円）

①　勤務費用 135

②　利息費用 42

③　期待運用収益 △37

④　数理計算上の差異の費用処理額 24

⑥　退職給付費用

（①＋②＋③＋④）
164

　（注）　上記のほか、総合設立の厚生年金基金への掛金

拠出額がありましたが、日本証券業厚生年金基金

が、平成17年３月25日付で厚生労働大臣より解散

の認可を受けており、当事業年度において、当社

の掛金拠出額は平成17年２月末までで46百万円あ

ります。

　

－ 37 －



前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（平成17年３月31日現在）

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（平成18年３月31日現在）

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 2.0％

③　期待運用収益率 2.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 10年（発生時の従

業員の平均残存勤

務期間以内の一定

の年数による定額

法による。）

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 2.0％

③　期待運用収益率 2.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 10年（発生時の従

業員の平均残存勤

務期間以内の一定

の年数による定額

法による。）
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④　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

（単位：百万円）

（繰延税金資産）

賞与引当金 197

減価償却費 106

役員退職慰労引当金 129

貸倒引当金 251

投資有価証券評価減 484

減損損失 111

証券取引責任準備金 324

その他 242

繰延税金資産小計 1,848

評価性引当額 △1,482

繰延税金資産合計 366

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 2,134

固定資産圧縮積立金 84

その他 3

繰延税金負債小計 2,221

繰延税金負債の純額 △1,855

（単位：百万円）

（繰延税金資産）

賞与引当金 262

減価償却費 110

役員退職慰労引当金 131

貸倒引当金 192

投資有価証券評価減 484

減損損失 112

証券取引責任準備金 429

未払事業税 290

その他 125

繰延税金資産小計 2,139

評価性引当額 △1,531

繰延税金資産合計 608

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 4,778

固定資産圧縮積立金 84

その他 43

繰延税金負債小計 4,906

繰延税金負債の純額 △4,298

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整）

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.5

住民税均等割等 0.9

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△0.5

評価性引当額 △37.9

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
3.3

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、記

載を省略しております。
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⑤　持分法損益等

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

関連会社に対する投資の金額      1,049百万円 関連会社に対する投資の金額      1,022百万円

持分法を適用した場合の投資の金額    962百万円 持分法を適用した場合の投資の金額    1,349百万円

持分法を適用した場合の投資利益の金

額
     327百万円

持分法を適用した場合の投資利益の金

額
    481百万円

⑥　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社の

子会社

日本アジ

アホール

ディング

ズ株式会

社

東京都中

央区
20 投資業 － － －

私募債の購入 3,350
有価証券 1,600

私募債の償還 1,750

上記に係る利

息収入
36 未収収益 0

　（注）１．取引条件および取引条件の決定方針等

市場価格・市場金利等を参考に決定しております。

２．日本アジアホールディングズ株式会社は、平成17年４月11日をもって資本金500百万円となっており、住所は

東京都千代田区となっております。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社の

子会社

日本アジ

アホール

ディング

ズ株式会

社

 東京都

千代田区
1,407 投資業

（所有）

直接9.98
－ －

私募債の購入 2,680
有価証券 －

私募債の償還 4,280

上記に係る利

息収入
108 未収収益 －

　（注）１．取引条件および取引条件の決定方針等

市場価格・市場金利等を参考に決定しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 975.27円

１株当たり当期純利益 76.92円

１株当たり純資産額 1,161.70円

１株当たり当期純利益 111.51円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益
109.12円

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権（ストックオプション）の未行使残高が

ありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価の算

定が困難なため記載しておりません。

　

　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益（百万円） 3,342 4,925

　普通株主に帰属しない金額（百万円） 31 60

　（うち利益処分による役員賞与金）（百万円） (31) (60)

　普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,311 4,865

　期中平均株式数（千株） 43,048 43,631

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

　当期純利益調整額 － －

　普通株式増加数（千株） － 957

（うち自己株式譲渡方式によるストックオプション） （－） (957)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

平成13年６月28日定時株主総会決議

ストックオプション（自己株式譲渡

方式）

　普通株式1,416,000株を上限とす

る。（平成17年３月31日現在）

 

 

－ 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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