
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 丸八証券株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 8700 本社所在都道府県 愛知県

(URL　http://www.star-trade.net/)

代表者 役職名 取締役社長

 氏名 山﨑　正行

問い合わせ先 責任者役職名 執行役員　ＩＲ担当　総合企画部長

 氏名 里野　泰則 ＴＥＬ　　（052）261－3235

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26日 定時株主総会開催日 平成18年６月24日

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

１．18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 （百万円未満切捨て）

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 7,365 ( 10.8) 7,191 ( 11.0) 1,310 (  40.5) 1,320 (  45.0)

17年３月期 6,648 (△1.4) 6,478 (△2.2) 932 (△43.3) 910 (△44.6)

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

営業収益
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 520 (△15.2) 23 24 23 23 6.0 3.9 17.9

17年３月期 614 (△49.5) 30 42 28 78 7.6 3.4 13.7

（注）①持分法投資損益 18年３月期 ―百万円 17年３月期 ―百万円

②期中平均株式数 18年３月期         19,996,011 株 17年３月期 18,127,801株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、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

(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 10 00 ― ― 10 00 200 43.0 2.3

17年３月期 10 00 ― ― 10 00 199 32.9 2.3

（注）18年３月期期末配当金の内訳は、普通配当10.00円

17年３月期期末配当金の内訳は、普通配当 9.00円、上場記念配当 1.00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 39,326 8,826 22.4 438 36 337.8

17年３月期 29,032 8,483 29.2 423 03 356.1

（注）①期末発行済株式数 18年３月期       20,006,600株 17年３月期 19,906,400株

②期末自己株式数 18年３月期      6,442株 17年３月期 5,457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 △153 △21 1,001 4,958

17年３月期 △255 320 △76 4,132

２．19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、通常の業績を適正に予想し、開

示することは極めて困難であります。そのような状況において業績予想を開示することは投資家等に誤認を与えるおそ

れがあるため、業績予想にかえて四半期業績の開示を適時に行なってまいります。
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１．企業集団の状況
　当社は、企業集団を構成する関係会社はありません。

  当社は、証券業を中核とする「投資・金融サービス業」を主な事業の内容とし、具体的な事業として、有価証券の委

託売買業務、自己売買業務、引受・売出しの業務等を行うことでお客様に対して、資産の形成、運用において幅広いサー

ビスを提供しております。
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２．経営方針
１　経営の基本方針

　当社は、「お客様と深い信頼関係を構築し、お客様の立場で考え、地元から支持され、役に立つ会社を目指します」

を基本理念に掲げ、その実現に向け営業を展開しております。

愛知県で足場を固め「地域密着と地元企業とともに成長する」ことを経営方針としております。

２　会社の利益配分に関する基本方針

　当社の配当に関する基本方針は、企業価値の向上を踏まえた内部留保に配慮しつつ、安定的かつ継続的に配当性向

30％を目指したいと考えております。なお、会社法施行後も、従来通り年一回の配当を予定しております。

３　投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の引き下げは、株式の流動性の向上と投資家層の拡大につながり、当社にとっても重要な課題と認識して

おります。株主数、株価の推移等を勘案しながら検討していきたいと考えております。

４　目標とする経営指標

　経常利益、預り資産、顧客口座数を重視するとともに、経営指標としましては株主資本当期純利益率（ＲＯＥ）

12％の水準を目標にしております。

５　中長期的な経営戦略

　当社は、株式市場の動向に左右されない収益構造の多様化を図り、強固な収益基盤の構築と、預り資産の飛躍的拡

大を目指し、あらゆる市況環境にも影響されない企業体質を作り、「地域に密着した地元から支持される会社」を常

に念頭に置き、営業活動に取り組んでまいります。具体的には、お客様のニーズに合った商品の提供をすべく、経営

資源の有効活用（人材戦略）・商品戦略の見直しに着手する等、新たに「中期経営計画」を策定し取り組んでいると

ころであります。

　また、引き続きコスト構造の改善にも取り組み、安定的な収益の確保に努めることにより、株主価値、企業価値の

向上を図ることを目指してまいります。

６　対処すべき課題

　わが国では、実質経済成長率が４四半期連続のプラスを記録し、有効求人倍率も13年ぶりに１倍を超え、雇用情勢

の好転も一段とはっきりしてまいりました。企業収益が改善し、設備投資が増加する中で、個人消費も緩やかに増加

しております。景気は「踊り場を脱した」状態から、「回復している」状態に着実に移りつつあり、2002年２月から

続く景気回復期間は４月で51ヶ月となり、戦後２番目に長い平成景気と並ぶのがほぼ確実となりました。

　さらに、３月９日、日銀が約５年間続けた金融政策を変更し、量的緩和政策を解除しました。暫くは「ゼロ金利」

状態は続くと思われますが、いずれ金利は上昇していく局面が訪れると思われます。しかし、流れはじめた「貯蓄か

ら投資へ」の潮流は変わらないものと思われます。

　また、今国会において「証券取引法の一部を改正する法律案」等、いわゆる「投資サービス法」が提出され、重要

な法制度や市場インフラ整備等、投資者保護のための横断的法制の整備が進んでおり、適切な投資勧誘の徹底、コン

プライアンス重視の法制強化が進む状況下、さらに実効性ある内部統制システムの構築が求められております。

　このような状況下、当社はリテール営業とりわけ対面営業では、地元地域に役立ち信頼される証券会社となるべく、

質の高い人材の確保、相談機能の充実、投資商品の品揃え等の充実を図り、非対面営業のオンライン取引については、

急増する取引口座や取引件数に対応できるシステム改善に取り組み、さらなるスピード・アップを図り信頼性を確保

することが重要な経営課題であると認識しております。

　加えて、地元企業に対する資金調達手段の提供等、提言外交を中心とした法人営業の強化に取り組んでまいります。

　当社といたしましては、引続き地元地域に役立ち、そして信頼される証券会社としての地位を一層強固なものにし

てまいります。そのためには、コンプライアンス重視の営業及び、更なる営業基盤の拡大と安定した収益を確保する

ことと同時に、強固な経営体制を実現するために全社的な費用の抑制と、内部管理体制の強化に努めることが重要で

あると考えております。
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７　親会社等に関する事項

　該当事項はありません。

８　内部管理体制の整備・運用状況

　当社では、昨年の業務停止命令及び業務改善命令を受け、外部の弁護士を加えたプロジェクトチームを設置し、抜

本的な改革に取り組んでまいりました。

　コンプライアンス機能を強化するため、取締役会の下に、コンプライアンス委員会・適合性委員会・審査委員会を

設置し、当社の重要事項の諮問機関といたしました。

　法令違反行為の再発防止及び自浄作用が働く内部管理体制にするために、コンプライアンス本部を新設し、内部管

理部、検査部、業務管理部、法務部を本部内に設置いたしました。また、営業店の内部管理責任者を内部管理部直轄

とし、営業店への牽制機能の発揮とコンプライアンス機能の強化に努めております。

　営業店の臨店検査は、外部委託することで牽制機能の充実を図っており、今後、営業部門だけでなく、コンプライ

アンス本部、マネジメント本部内等にも検査を実施し、全社的な牽制組織として機能するよう体制作りを行っている

ところであります。

　また、当社では監査役制度を実施しております。取締役会他重要な会議への出席、重要な書類の閲覧により、取締

役会の意思決定の過程、及び取締役の業務の執行状況を監査いたしております。当社では、監査役３名のうち、２名

は社外監査役であり外部の目で経営の監視や法令遵守の監視を行っております。

　これらの組織を構築すると同時に、各々の社内規程や運用ルールを整備し、証券取引法その他の法令・諸規則の遵

守が適正に行われるよう内部管理体制の充実・機能強化に努めております。

＊当社の管理組織図は下記のとおりです。

 株主総会 

取締役会 

代表取締役社長 

監査役・監査役会 

企業価値検討プロジェクト 

審査委員会 適合性委員会 コンプライアンス委員会 顧問弁護士 

マネジメント本部 コンプライアンス本部 

総務部 人事部 財務部 業務管理部 法務部 内部管理部 検査部 

リテール本部 法人本部 東京・大阪支店 その他各部 

各支店 各部 各部 

会計監査人 外部委託監査 

９　その他、会社の経営上重要な事項

　ジェイコム株式の誤発注に伴う取引で得た利益を、日本証券業協会が設置した「証券市場基盤整備基金」へ自主的

に拠出したことにより、58百万円の特別損失を計上いたしました。

　また、証券取引等監視委員会の検査を受けて、日本証券業協会及び東京・大阪・名古屋・ジャスダック証券取引所

より業務改善命令を受け、日本証券業協会及び東京・ジャスダック証券取引所へ合計41百万円の過怠金を支払いました。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

　当営業年度におけるわが国経済は、原油高の影響による原材料の高騰といった不安要因が内在しつつも、企業収益

が高水準に推移するなかで設備投資が増加基調を維持し、個人消費も堅調な雇用・所得環境に支えられ徐々に増加す

るなど、景気回復が実感として捉えられる状況となりました。

　株式市場は、期初こそ米国株の急落や、中国での反日運動等が嫌気され、５月に日経平均株価は一時10,800円台ま

で下落しましたが、その後は好調な企業業績を背景に日本株の割安感が台頭し、日経平均株価は上昇に転じました。

８月初旬には政府・日銀が景気の踊り場脱却を宣言したほか、９月に衆議院選挙で自民党が大勝し、構造改革進展へ

の期待感が高まったことなどが市場の後押しとなり、売買高を伴って上昇基調を強めました。１月のライブドアショッ

クの影響や、期初からの株価上昇により年金のポジション調整にともなう換金売りが例年にない規模で行われたこと

などから、２月に入ると短期的な調整局面を迎えましたが、３月中旬以降再び騰勢を強め、結局３月末の日経平均株

価は17,059円66銭と昨年来高値を更新し取引を終えました。

　３月末の東京証券取引所第一部の時価総額は554兆円に達し、バブル期の1989年３月末の505兆円を抜いて年度末と

しては17年ぶりに最高となり、外国人投資家に加え、個人や投資信託など国内勢の買いが加わり、投資家の厚みが一

段と増したことで、当期の東証一部一日平均売買代金は２兆2,522億円となりました。

　このような状況下、当社は平成17年２月末の証券取引等監視委員会の検査により、証券取引法第42条第１項第５号

「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当する取引を受注・執行したこと、加えて内部管理体制の不備等に

より厳しい指摘を受けました。

　当社では、業務停止命令及び業務改善命令を受け、外部の弁護士を加えたプロジェクトチームを設置し抜本的な改

革に取り組んでまいりました。また、経営環境の変化に対応しお客様に安心してお取引頂くことが可能となるように

財務体質の強化に努めてまいりました。

　当期の業績の概況は次のとおりであります。

①　受入手数料

　受入手数料の合計は45億７百万円（前年同期比20.1％増）となりました。これを科目別の内訳で見ますと以下の

とおりです。

・委託手数料

　株式委託手数料は、第一四半期は株式市場の不透明感があったものの、その後は株価上昇を背景に株式市場が

活況化したことにより、当社の委託売買高が１兆365億円（前年同期比59.1％増）となったことから、38億90百万

円（前年同期比33.0％増）を計上しました。この結果、債券や受益証券を含めた委託手数料の合計は39億１百万

円（前年同期比32.9％増）となりました。

・引受け・売出し手数料

初めての新規株式公開における主幹事を務めるまでに至り、１億16百万円（前年同期比0.3％増）となりました。

・募集・売出しの取扱手数料

　ＡＧＦ投信及びＨＳＢＣ投信の販売を中心とした投資信託手数料等により３億40百万円（前年同期比42.2％減）

となりました。

・その他の受入手数料

１億49百万円(前年同期比32.5％増)となりました。

②　トレーディング損益

トレーディング損益は、25億７百万円（前年同期比4.8％減）となりました。このうち株式自己売買による株券等

トレーディング損益は23億17百万円（前年同期比6.8％増）となりました。また、外国債券販売が中心の債券等ト

レーディング損益は１億89百万円（前年同期比59.1％減）となりました。

③　金融収支

信用取引残高の増加及び１月から信用取引金利を引上げたことにより１億76百万円（前年同期比90.9％増）とな

りました。

④　販売費・一般管理費

人材の増強等に伴う人件費等の増加により58億80百万円（前年同期比6.0％増）となりました。
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⑤　特別損益

特別利益は、貸倒引当金戻入等により合計６百万円となり、また、特別損失は、ジェイコム株式の誤発注問題に

伴う証券市場基盤整備基金への拠出金58百万円、行政処分に伴う過怠金の支払い41百万円、証券取引責任準備金の

繰入１億２百万円等により、合計２億75百万円となりました。

 

以上の結果、当社の営業収益は73億65百万円（前年同期比10.8％増）、経常利益は13億20百万円（前年同期比

45.0％増）、当期純利益は５億20百万円（前年同期比15.2％減）となりました。
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２．財政状態

(1）資産、負債、資本の状況

　当社の資本の財源は、資本金を含む自己資金と保有有価証券等の担保差し入れによる金融機関からの借入れ、ま

た、朝日火災海上保険（株）からの劣後ローンの借入れが主な財源となっております。その他、必要に応じて金融

機関から流動的な資金が調達できる体制を構築しております。

　当期末の総資産は、信用取引資産の増加73億39百万円、顧客分別金信託を含む預託金の増加16億90百万円等の増

加により、前期末に比べ102億94百万円増加し、393億26百万円（前年同期比35.5％増）となりました。総負債は、

信用取引負債の増加61億97百万円、受入保証金の増加13億25百万円等の増加により、前期末に比べ99億52百万円増

加し、305億円（前年同期比48.4％増）となりました。資本合計は当期純利益の計上による増加５億20百万円、株主

への配当金支払い等による社外流出による利益剰余金の減少２億62百万円の減少等により３億42百万円増加し、88

億26百万円（前年同期比4.0％増）となりました。

　また、当期末の自己資本規制比率は、337.8％となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　現金及び現金同等物の期末残高は、期首残高に比べて８億26百万円増加し、49億58百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、１億53百万円の減少（前期は、２億55百万円の減少）となりまし

た。これは、税引前当期純利益10億51百万円（前年同期比24.1％増）を計上したほか、信用取引資産および信用取

引負債の増減額に伴う減少11億41百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の投資活動によるキャッシュ・フローは、21百万円の減少（前期は、３億20百万円の増加）となりました。

これは主として、固定資産の取得による支出51百万円、貸付金の回収および保証金の返還による収入29百万円によ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期の財務活動によるキャッシュ・フローは、10億１百万円の増加（前期は、76百万円の減少）となりました。

これは主として、短期借入金の増加による収入12億円、株主配当金の支払いによる支出１億98百万円によるもので

あります。

(3）事業等のリスク

①　財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動について

　証券会社の業績は株式市況の動向により、大きく変動するため、財政状態・経営成績およびキャッシュ・フロー

に影響を及ぼす可能性があります。当期営業収益73億65百万円に占める株式委託手数料およびディーリング売買

益の合計は62億８百万円と84.3％を占めております。

②　特定の取引先・製品・技術等への依存について

　当社は、ディーリング業務を行っており、自己ポジション等については常に監視をしておりますが、株式相場

によって大きく変動するため、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。当期のディーリングによる収益は23

億17百万円であり、前期比6.8％の増加となりました。

③　証券取引法等法令の遵守について

　証券会社は証券取引法等の法令・諸規則等の規則によって営業行為を行っております。

万一、重過失の法令違反行為が発生した場合、またその行為に関連する訴訟、報道、風評等によって会社の信用

力が低下する可能性があり、その結果、当社の顧客からの信用が低下する可能性があり、その結果、顧客からの

信頼がなくなり経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。その他、顧客資産の分別保管の管理、また、自己

資本規制比率についても証券取引法により規制されております。
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④　重要な訴訟事件等の発生について

　当期、顧客より株式の売買について損害賠償請求の訴訟を提起されておりますが、不当な請求であると判断し

ております。これで、現在顧客からの訴訟提起は、２件でありますが、いずれも不当請求と判断しており、また

万一、敗訴しても業績への影響は軽微であると考えております。

　当期、立替金請求訴訟を当社から１件提訴しております。すでに、引当金を計上済であり業績への影響はあり

ません。

⑤　役員・大株主・関係会社に関する重要事項について

イ．今期、当社の企業統治体制を一層強化し、経営体制の充実を図る目的で、当社役員の人事異動を行いました。

（その内、代表取締役のみ表示）

・代表取締役の人事異動（平成１７年６月２５日付）

　　代表取締役会長　　  吉田　則雄　　（代表取締役社長）

　　代表取締役社長　　  井戸辻　康行　（専務執行役員）

・代表取締役の人事異動（平成１７年９月１日付）

　　取締役会長　　　　  吉田　則雄　　（代表取締役会長）

　　代表取締役常務　  　山﨑　正行　　（代表取締役専務）

・代表取締役の人事異動（平成１７年１２月１日付）

　　代表取締役社長　　  山﨑　正行　　（代表取締役常務）

　　辞任(11月30日付)   井戸辻　康行　（代表取締役社長）

ロ．平成１８年３月３１日付の株主名簿により、中村　吉孝氏が3,019,000株（出資比率15.0％）の当社筆頭株主

となりました。
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

流動資産 　       

現金・預金 ※２  4,132,786   4,958,859  

預託金 　  4,344,861   6,034,886  

顧客分別金信託 　 4,254,070   5,944,096   

その他の預託金  90,790   90,790   

トレーディング商品   2,050   994  

商品有価証券等  2,050   994   

約定見返勘定   17,024   35,578  

信用取引資産   16,384,922   23,724,137  

信用取引貸付金  15,611,396   23,374,777   

信用取引借証券担保金  773,526   349,360   

立替金   24,430   222,777  

顧客への立替金  ―   12,649   

その他  24,430   210,127   

短期差入保証金   67,122   106,362  

短期貸付金   8,032   10,412  

前払金   ―   481  

前払費用   25,034   50,975  

未収入金   32,018   3  

未収収益   184,777   309,603  

貸倒引当金   △15,510   △42,620  

流動資産計   25,207,550 86.8  35,412,452 90.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

固定資産        

有形固定資産 ※１  2,097,354   2,062,241  

建物 ※２ 403,203   384,190   

器具備品  110,817   94,717   

土地 ※２ 1,583,333   1,583,333   

無形固定資産   154,842   110,981  

営業権  1,848   ―   

借地権  2,487   2,487   

電話加入権  23,963   23,934   

ソフトウェア  126,353   84,408   

その他の無形固定資産  191   150   

投資その他の資産   1,572,832   1,741,292  

投資有価証券 ※２ 1,151,144   1,217,512   

出資金  2,020   2,020   

従業員長期貸付金  97,039   76,246   

長期差入保証金  230,457   345,225   

長期前払費用  2,715   2,893   

長期立替金  101,931   96,980   

その他  109,330   112,030   

貸倒引当金  △121,806   △111,616   

固定資産計   3,825,028 13.2  3,914,514 10.0

資産合計   29,032,579 100.0  39,326,966 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

流動負債        

信用取引負債   12,475,145   18,672,819  

信用取引借入金 ※２ 11,089,443   17,835,277   

信用取引貸証券受入金  1,385,702   837,541   

預り金   1,991,521   2,770,150  

顧客からの預り金  1,591,829   2,052,625   

その他  399,692   717,525   

受入保証金   3,057,292   4,382,817  

有価証券等受入未了勘定   178   ―  

短期借入金 ※２  950,000   2,150,000  

未払金   40,797   114,220  

未払費用   261,779   271,394  

未払法人税等   241,694   540,222  

賞与引当金   77,553   90,699  

その他   1,053   1,050  

流動負債計   19,097,015 65.8  28,993,374 73.7

固定負債        

転換社債   25,600   ―  

長期借入金 ※３  1,000,000   1,000,000  

繰延税金負債   23,024   62,710  

退職給付引当金   178,647   126,191  

その他   49,000   41,000  

固定負債計   1,276,272 4.4  1,229,901 3.1

特別法上の準備金        

証券取引責任準備金  ※４  175,300   277,678  

特別法上の準備金計   175,300 0.6  277,678 0.7

負債合計   20,548,588 70.8  30,500,954 77.5
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

資本金 ※５  3,239,005 11.2  3,251,856 8.3

資本剰余金   1,191,293 4.1  1,204,043 3.1

資本準備金  1,191,293   1,204,043   

利益剰余金   4,022,143 13.8  4,280,869 10.9

利益準備金  503,860   503,860   

任意積立金  2,873,307   3,215,113   

役員退職慰労積立金  213,880   172,774   

建物圧縮積立金  112,633   104,806   

特別償却準備金  2,658   1,964   

別途積立金  2,544,135   2,935,569   

当期未処分利益  644,976   561,895   

その他有価証券評価差額金   33,756 0.1  91,939 0.2

自己株式 ※６  △2,209 △0.0  △2,696 △0.0

資本合計   8,483,990 29.2  8,826,011 22.5

負債・資本合計   29,032,579 100.0  39,326,966 100.0
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

営業収益        

受入手数料   3,752,947   4,507,853  

委託手数料  2,935,015   3,901,287   

引受け・売出し手数料  116,075   116,395   

募集・売出しの取扱手数料  588,878   340,509   

その他  112,978   149,660   

トレーディング損益 ※２  2,632,877   2,507,069  

金融収益 ※１  262,535   350,614  

営業収益計   6,648,360 100.0  7,365,536 100.0

金融費用 ※９  170,247 2.6  174,405 2.4

純営業収益   6,478,113 97.4  7,191,131 97.6

販売費・一般管理費   5,545,142 83.4  5,880,337 79.8

取引関係費 ※３ 954,199   1,010,616   

人件費 ※４ 2,992,594   3,215,939   

不動産関係費 ※５ 555,568   481,542   

事務費 ※６ 757,267   868,892   

減価償却費  125,327   116,792   

租税公課 ※７ 57,671   59,999   

貸倒引当金繰入  7,747   27,150   

その他 ※８ 94,765   99,403   

営業利益   932,971 14.0  1,310,793 17.8

営業外収益   16,135 0.2  22,592 0.3

営業外費用   38,995 0.5  13,280 0.2

経常利益   910,111 13.7  1,320,105 17.9
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 特別利益        

 　貸倒引当金戻入  13,600   6,630   

 　投資有価証券売却益  286,964   55   

 　証券取引責任準備金戻入  56,933   ―   

 　訴訟損失引当金戻入  26,843   ―   

 　固定資産売却益 ※１０ 8,488   ―   

 　　特別利益計   392,829 5.9  6,686 0.1

特別損失        

証券取引責任準備金繰入  ―   102,377   

証券市場基盤整備基金
拠出金

 ―   58,000   

役員退職慰労金  30,580   41,106   

過怠金  ―   41,000   

投資有価証券評価減  ―   23,999   

固定資産除却損 ※１２ 8,301   7,746   

投資有価証券売却損  10,797   1,196   

固定資産売却損 ※１１ 335,200   ―   

貸倒引当金繰入  40,090   ―   

その他  30,502   ―   

特別損失計   455,471 6.9  275,426 3.7

税引前当期純利益   847,469 12.7  1,051,365 14.3

法人税、住民税及び事業税  233,073   530,576   

法人税等調整額  ― 233,073 3.5 ― 530,576 7.2

当期純利益   614,396 9.2  520,789 7.1

前期繰越利益   ―   ―  

役員退職慰労積立金取崩額   30,580   41,106  

当期未処分利益   644,976   561,895  
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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（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  847,469 1,051,365

減価償却費  125,327 116,792

貸倒引当金の増加（△減少）額  17,896 16,919

証券取引責任準備金の増加（△減少）額  △56,933 102,377

退職給付引当金の増加（△減少）額  3,058 △52,456

受取利息及び受取配当金  △17,057 △18,291

支払利息  34,970 37,935

新株発行費  15,234 ―

有形固定資産売却益  △8,488 ―

有形固定資産売却損  335,200 ―

有形固定資産除却損  8,301 7,746

投資有価証券売却益  △286,964 △55

投資有価証券売却損  10,797 1,196

投資有価証券評価減  ― 23,999

訴訟損失引当金戻入  △26,843 ―

過怠金  ― 41,000

貸付金の（△増加）減少額  6,420 △2,379

預託金、立替金の（△増加）減少額  △543,824 △1,883,421

預り金、受入金の増加（△減少）額  761,849 2,104,154

トレーディング商品の（△増加）減少額  43,283 1,055

信用取引資産・負債の増減額  △1,268,530 △1,141,541

その他の資産の（△増加）減少額  108,415 △292,934

その他の負債の増加（△減少）額  △51,418 119,052

役員賞与の支払額  △92,000 △63,000

小計  △33,835 169,514

利息及び配当金の受取額  17,057 18,291

利息の支払額  △34,901 △42,930

和解金等の支払額  △174,413 ―

過怠金の支払額  ― △41,000

法人税等の支払額  △29,106 △257,276

営業活動によるキャッシュ・フロー  △255,199 △153,399
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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（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △70,449 △48,770

有形固定資産の売却による収入  55,698 ―

無形固定資産の取得による支出  △40,494 △2,520

投資有価証券の売却による収入  353,765 6,360

貸付けによる支出  △3,300 ―

貸付金の回収による収入  14,884 20,793

保証金の差入による支出  △17,499 △6,763

差入保証金の返還による収入  27,417 9,098

投資活動によるキャッシュ・フロー  320,021 △21,802

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額  △140,000 1,200,000

株式の発行による収入  259,065 ―

自己株式の取得による支出  △2,097 △487

配当金の支払額  △193,589 △198,237

財務活動によるキャッシュ・フロー  △76,621 1,001,274

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加（△減少）額  △11,799 826,072

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,144,586 4,132,786

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,132,786 4,958,859
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(4）利益処分計算書

（単位：千円）

 第　６　３　期
第　６　４　期

（利益処分案）

株主総会承認年月日 平成17年６月25日 ―――――― 

Ⅰ　当期未処分利益  644,976  561,895

Ⅱ　任意積立金取崩額     

建物圧縮積立金取崩額 7,827  7,259  

特別償却準備金取崩額 694 8,521 654 7,914

合　計  653,498  569,810

Ⅲ　利益処分額     

配当金 199,064  200,066  

役員賞与金 63,000  56,000  

任意積立金     

別途積立金 391,434 653,498 313,744 569,810

Ⅳ　次期繰越利益  ―  ―
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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　トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準お

よび評価方法

　トレーディング商品に属する有価証券およびデリバ

ティブ取引等については、時価法を採用し、売却原価は

移動平均法により算定しております。

１　トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準お

よび評価方法

同左

２　トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準

および評価方法

　トレーディング商品に属さない有価証券等については、

以下の評価基準および評価方法を適用しております。

２　トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準

および評価方法

同左

その他有価証券

ア　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対

照表価額とし、取得原価ないし償却原価との評価差

額を全部資本直入する方法により処理し、売却原価

は、移動平均法によっております。

その他有価証券

ア　時価のあるもの

同左

イ　時価のないもの

　移動平均法による原価法ないし償却原価法によっ

ております。

イ　時価のないもの

同左

３　有価証券貸借取引等の会計処理方法

　「金融商品に係る会計基準」（企業会計審議会　平

成11年１月22日）が適用されておりますが、日本公認会

計士協会業種別監査委員会報告第17号「証券業における

金融商品会計基準適用に関する当面の会計上および監査

上の取扱い」に基づき、有価証券貸借取引等の会計処理

方法については、従前どおり「証券業経理の統一につい

て」の規定によっております。

３　有価証券貸借取引等の会計処理方法

同左

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した

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、建物が３年～50年でありま

す。

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 （少額減価償却資産）

 　取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採用しております。

 （少額減価償却資産）

 同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数について

は、社内における利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。

(2）無形固定資産

同左

５　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　繰延資産の処理方法

―――――――――
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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　引当金および準備金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収不能見込み額を計上しており

ます。

６　引当金および準備金の計上基準

(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に備えるため、賞与支給

見込額の当期負担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

ける退職給付債務および年金資産に基づき、当期末に

おいて発生していると認められる額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

同左

(4）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

条に定めるところにより算出した額を計上しておりま

す。

(4）証券取引責任準備金

同左

７　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。

７　リース取引の処理方法

同左

８　ヘッジ会計の方法

　外国証券の購入及び売却の取継ぎにより生じる債権債

務をヘッジ対象として、約定日に支払及び受取キャッ

シュフローを確定するために、ヘッジ手段として為替予

約契約を締結しております。なお、当期における為替予

約については振当処理の要件を充足しているため、すべ

て振当処理を行っております。

８　ヘッジ会計の方法

同左

９　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金および取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資としております。

９　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

10　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

　税抜き方式によっており、控除対象外の消費税等につ

いては、販売費及び一般管理費に計上しております。

10　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

同左
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　会計処理方法の変更

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）

 　――――――――――

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会　平成14年８月９日））および「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号　

平成15年10月31日）を適用しております。

　なお、これによる損益への影響はありません。
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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）

 「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

日以後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。

　　―――――――――
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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　有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物 607,808千円

器具備品 　　226,938

計 834,746

建物        623,646千円

器具備品 　　   240,774

計 864,420

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

投資有価証券 175,606千円

建物  345,910

土地  1,583,333

計 2,104,849

投資有価証券 264,754千円

建物 327,141

土地 1,583,333

計 2,175,228

　（注）　上記のほかに、短期借入金、当座借越契約（コ

ミットメントライン）および信用取引借入金の

担保として自己融資見返株券3,732,466千円お

よび保管有価証券3,016,125千円、為替予約取

引の担保として定期預金30,172千円を差し入れ

ております。

　（注）　上記のほかに、短期借入金、当座借越契約（コ

ミットメントライン）および信用取引借入金の

担保として自己融資見返株券3,168,440千円お

よび保管有価証券5,934,747千円、為替予約取

引の担保として定期預金30,174千円を差し入れ

ております。

担保資産の対象となる債務 担保資産の対象となる債務

短期借入金 850,000千円 短期借入金 860,000千円

※３　長期借入金1,000,000千円は「証券会社の自己資本

規制に関する内閣府令」（平成13年内閣府令第23号）

第２条に定める劣後特約付借入金であります。

※３　　　　　　　　　 同左

※４　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次

のとおりであります。

※４　　　　　　　　　 同左

証券取引責任準備金　　証券取引法第51条  

※５　会社が発行する株式の総数 普通株式 60,000千株

発行済株式の総数 普通株式 19,911千株

※５　会社が発行する株式の総数 普通株式 60,000千株

発行済株式の総数 普通株式 20,013千株

※６　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式5,457　 

株であります。

※６　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式6,442  

　 株であります。

７　コミットメントラインについて

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行１行と特定融資枠契約を締結しております。

７　コミットメントラインについて

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行４行と特定融資枠契約を締結しております。

特定融資枠契約の総額 2,000,000千円

当期末借入実行残高 　―

差引額  2,000,000

特定融資枠契約の総額      2,800,000千円

当期末借入実行残高 ―

差引額 2,800,000

８　配当制限

　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、33,756千円

であります。

８　配当制限

　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、91,939千円

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　金融収益の内訳 ※１　金融収益の内訳

信用取引収益 247,643千円

受取配当金  318

受取債券利子  14

受取利息  3,297

その他  11,262

計 262,535

信用取引収益    347,027千円

受取配当金  773

受取債券利子  57

受取利息       2,425

その他        329

計 350,614

※２　トレーディング損益の内訳 ※２　トレーディング損益の内訳

株券等 2,170,469千円

債券等  462,407

計 2,632,877

株券等  2,317,971千円

債券等 189,097

計 2,507,069

※３　取引関係費の内訳 ※３　取引関係費の内訳

支払手数料 172,812千円

取引所・協会費  187,639

通信・運送費  444,612

旅費・交通費  42,276

広告宣伝費  66,956

交際費  39,901

計 954,199

支払手数料 106,248千円

取引所・協会費 275,584

通信・運送費 475,977

旅費・交通費 37,482

広告宣伝費 71,850

交際費 43,473

計 1,010,616

※４　人件費の内訳 ※４　人件費の内訳

役員報酬 161,037千円

従業員給与 2,081,289

歩合外務員給与  321,924

その他の報酬・給与  54,319

福利厚生費  240,299

賞与引当金繰入  77,553

退職給付費用  56,172

計 2,992,594

役員報酬 154,859千円

従業員給与 2,196,401

歩合外務員給与 436,647

その他の報酬・給与 68,376

福利厚生費 278,031

賞与引当金繰入 90,699

退職給付費用 △9,076

計 3,215,939

　（注）　なお、退職給付費用のマイナスは、当事業年度

において、退職給付債務の発生額を超える年金

資産の運用益が生じたことによるものでありま

す。

※５　不動産関係費の内訳 ※５　不動産関係費の内訳

不動産費 229,233千円

器具・備品費  326,335

計 555,568

不動産費 214,675千円

器具・備品費 266,867

計 481,542

※６　事務費の内訳 ※６　事務費の内訳

事務委託費 658,012千円

事務用品費  99,255

計 757,267

事務委託費 746,114千円

事務用品費 122,778

計 868,892
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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　租税公課の内訳 ※７　租税公課の内訳

事業税 21,091千円

印紙税  4,181

その他  32,397

計 57,671

事業税 25,228千円

印紙税 2,926

その他 31,844

計 59,999

※８　その他の内訳 ※８　その他の内訳

図書費 9,133千円

光熱・給水費  25,967

自動車燃料費  6,269

その他  53,395

計 94,765

図書費 9,940千円

光熱・給水費 26,590

自動車燃料費 5,350

その他 57,522

計 99,403

※９　金融費用の内訳 ※９　金融費用の内訳

信用取引費用 135,276千円

支払利息  34,970

計 170,247

信用取引費用 136,469千円

支払利息 37,935

計 174,405

※10　固定資産売却益の内容

 　　　　土地 8,488千円
――――――――

※11　固定資産売却損の内容  

構築物 412千円

土地  334,787

計 335,200

――――――――

※12　固定資産除却損の内容 ※12　固定資産除却損の内容

建物 6,380千円

器具備品 1,920

計 8,301

建物 4,034千円

器具備品 3,711

計 7,746
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（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

 載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

 載されている科目の金額との関係

「現金・預金」勘定 4,132,786千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
 ―

顧客分別金差替必要額  ―

現金及び現金同等物 4,132,786

　２　重要な非資金取引

転換社債の転換  

転換社債の転換による

資本金増加額
128,505千円

転換社債の転換による

資本準備金増加額
127,493千円

転換による転換社債減少額 256,000千円

「現金・預金」勘定    4,958,859千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
― 

顧客分別金差替必要額 ― 

現金及び現金同等物    4,958,859

　２　重要な非資金取引

転換社債の転換  

転換社債の転換による

資本金増加額
12,850千円

転換社債の転換による

資本準備金増加額
12,749千円

転換による転換社債減少額 25,600千円
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リース取引

         EDINETによる開示を行うため記載を省略しています。

有価証券及びデリバティブ取引

前事業年度（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及び利用目的

　トレーディング業務を行うにあたっての基本方針は、取引所取引においては、健全な市場機能の発揮と

委託取引の円滑な執行に資することを目的とし、取引所以外の取引については、公正な価格形成と流通の

円滑化を目的としております。

　当社が保有するトレーディングポジションは顧客のニーズに対応するためのものであり、主として顧客

との取引から発生しております。

　当社のトレーディングにおける取扱商品は、取引所取引では、上場株式及び転換社債等であり、取引所

以外での取引では、店頭銘柄のマーケット・メイク及び債券（外債含む）等であります。

②　トレーディングに係るリスクの内容

　トレーディング業務に伴って、当社の財務状況に大きな影響を与えるリスクとしては、主として市場リ

スクと取引先リスクがあります。

　市場リスクは、株式・金利・為替等の相場変動によって発生するリスクであり、取引先リスクは、取引

の相手方が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。

③　トレーディングに係るリスク管理体制

　当社のリスク管理の基本は、財務状況に合わせてリスクを適切にコントロールすることにあります。そ

のため、当社は取締役会において運用の基本方針を定め、財務状況及び市場環境などの変化に応じて適宜

これを見直しております。トレーディング部門では、その運用基本方針等に沿った社内規程に基づき取引

を行う各部門毎及び各商品毎のポジション枠などを設けた上でトレーディング業務を行っております。さ

らに、売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において市場リスク、取引先リスクに対する

日常的なモニターを行い、日々経営陣及び関連部署に報告しております。

(2）トレーディングの契約額等及び時価に関する事項

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

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（千円）

資産（千円） 負債（千円）

株式 ― ― ―

債券 2,050 ― 83

受益証券 ― ― ―

②　デリバティブ取引

　期末残高がないため、該当事項はありません。
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２　トレーディングに係るもの以外

(1）有価証券関係

①　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
128,192 184,973 56,781

株式 128,192 184,973 56,781

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
― ― ―

株式 ― ― ―

合計 128,192 184,973 56,781

②　当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

353,765 286,964 10,797

③　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

内容 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 966,171

非上場株式 966,171

(2）デリバティブ取引関係

①　取引の状況に関する事項

　当社の利用しているデリバティブ取引は為替予約取引であります。これは、顧客の外国証券の購入及び

売却の取継ぎにより生じるキャッシュ・フローを約定日において確定するために利用しているものであり

ます。この取引より生ずる債権債務は、振当処理の要件を満たしていることから、当事業年度においては

すべてヘッジ会計（振当処理）を適用しております。

　なお、取引の相手方は金融機関でありますが、信用度の高い国内の銀行に限定していることから、取引

に係る信用リスクはほとんどないものと認識しております。

②　取引の時価等に関する事項

　当社が利用しているデリバティブ取引（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用している

ため記載しておりません。
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当事業年度（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及び利用目的

　トレーディング業務を行うにあたっての基本方針は、取引所取引においては、健全な市場機能の発揮と

委託取引の円滑な執行に資することを目的とし、取引所以外の取引については、公正な価格形成と流通の

円滑化を目的としております。

　当社が保有するトレーディングポジションは顧客のニーズに対応するためのものであり、主として顧客

との取引から発生しております。

　当社のトレーディングにおける取扱商品は、取引所取引では、上場株式及び転換社債等であり、取引所

以外での取引では、店頭銘柄のマーケット・メイク及び債券（外債含む）等であります。

②　トレーディングに係るリスクの内容

　トレーディング業務に伴って、当社の財務状況に大きな影響を与えるリスクとしては、主として市場リ

スクと取引先リスクがあります。

　市場リスクは、株式・金利・為替等の相場変動によって発生するリスクであり、取引先リスクは、取引

の相手方が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。

③　トレーディングに係るリスク管理体制

　当社のリスク管理の基本は、財務状況に合わせてリスクを適切にコントロールすることにあります。そ

のため、当社は取締役会において運用の基本方針を定め、財務状況及び市場環境などの変化に応じて適宜

これを見直しております。トレーディング部門では、その運用基本方針等に沿った社内規程に基づき取引

を行う各部門毎及び各商品毎のポジション枠などを設けた上でトレーディング業務を行っております。さ

らに、売買を執行する部署から独立したリスク管理担当部署において市場リスク、取引先リスクに対する

日常的なモニターを行い、日々経営陣及び関連部署に報告しております。

(2）トレーディングの契約額等及び時価に関する事項

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

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（千円）

資産（千円） 負債（千円）

株式 ― ― ―

債券 994 ― ―

受益証券 ― ― ―

②　デリバティブ取引

　期末残高がないため、該当事項はありません。
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２　トレーディングに係るもの以外

(1）有価証券関係

①　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
128,190 282,840 154,649

株式 128,190 282,840 154,649

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
― ― ―

株式 ― ― ―

合計 128,190 282,840 154,649

②　当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

6,360 55 1,196

③　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

内容 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 934,671

非上場株式 934,671

(2）デリバティブ取引関係

①　取引の状況に関する事項

　当社の利用しているデリバティブ取引は為替予約取引であります。これは、顧客の外国証券の購入及び

売却の取継ぎにより生じるキャッシュ・フローを約定日において確定するために利用しているものであり

ます。この取引より生ずる債権債務は、振当処理の要件を満たしていることから、当事業年度においては

すべてヘッジ会計（振当処理）を適用しております。

　なお、取引の相手方は金融機関でありますが、信用度の高い国内の銀行に限定していることから、取引

に係る信用リスクはほとんどないものと認識しております。

②　取引の時価等に関する事項

　当社が利用しているデリバティブ取引（為替予約取引）については、すべてヘッジ会計を適用している

ため記載しておりません。
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退職給付関係

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　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

および厚生年金基金制度を採用しております。

　適格退職年金制度については、退職給与の全部

（100％相当額）を第33期（昭和50年）から移行してお

ります。

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

を採用しております。

　適格退職年金制度については、退職給与の全部

（100％相当額）を第33期（昭和50年）から移行してお

ります。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

イ　退職給付債務  

期末自己都合退職要支給額 417,369千円

年金受給者の責任準備金 18,855

計 436,224

ロ　年金資産（時価） 257,576

ハ　退職給付引当金（イ－ロ） 178,647

イ　退職給付債務  

期末自己都合退職要支給額    430,281千円

年金受給者の責任準備金     15,708

計    445,989

ロ　年金資産（時価）    319,798

ハ　退職給付引当金（イ－ロ）    126,191

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 56,172千円 勤務費用   △9,076千円

　上記金額には、日本証券業厚生年金基金（総合型

基金）に対する掛金の拠出20,493千円を含んでおり

ます。

　なお、日本証券業厚生年金基金は、平成17年3月

25日付をもって解散しております。

　（注）　　なお、退職給付費用のマイナスは、当事業年

度において、退職給付債務の発生額を超える年

金資産の運用益が生じたことによるものであり

ます。
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税効果会計

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　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産  

賞与引当金 31,447千円

減価償却費超過額 14,910

貸倒引当金超過額 8,020

退職給付引当金 72,441

証券取引責任準備金否認 71,084

ゴルフ会員権評価減否認 1,824

投資有価証券評価減否認 7,089

未払事業税 24,350

その他 2,245

繰延税金資産　小計 233,415

評価性引当金 △160,588

繰延税金資産　合計 72,826

繰延税金負債  

建物圧縮積立金 71,486

特別償却準備金 1,339

その他有価証券評価差額金 23,024

繰延税金負債　合計 95,851

繰延税金負債の純額 23,024

繰延税金資産  

賞与引当金    36,778千円

減価償却費超過額 13,366

貸倒引当金超過額 5,879

退職給付引当金 51,170

証券取引責任準備金否認 112,598

ゴルフ会員権評価減否認 1,419

投資有価証券評価減否認 16,821

未払事業税 42,987

証券市場基盤整備基金拠出金 23,519

その他 2,079

繰延税金資産　小計 306,620

評価性引当金 △239,192

繰延税金資産　合計 67,428

繰延税金負債  

建物圧縮積立金 66,534

特別償却準備金 893

その他有価証券評価差額金 62,710

繰延税金負債　合計 130,138

繰延税金負債の純額 62,710

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

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

法定実効税率 40.55％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.99

 

住民税均等割等 1.06 

評価性引当額の増減 △14.72 

ＩＴ減税摘用による税額控除 △1.07 

その他 △0.31 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.50 

法定実効税率 40.55％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.69

 

住民税均等割等 0.72 

評価性引当額の増減   7.48 

その他 0.03 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  50.47 

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）

　該当事項はありません。 同左
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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）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者
吉田則雄 ― ―

当社代表

取締役社長

被所有

直接　　 3.2
― ―

不動産

の賃借
1,200 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

　不動産の賃借については、当社社員の社宅として使用しており、不動産鑑定評価書に基づき賃貸借契約を結び取引を行っ

ております。

　（注）　取引金額には、消費税等は含まれておりません。

当事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

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
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者
吉田則雄 ― ―

当社

取締役会長

被所有

直接　　 3.2
― ―

不動産

の賃借
1,200 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

　不動産の賃借については、当社社員の社宅として使用しており、不動産鑑定評価書に基づき賃貸借契約を結び取引を行っ

ております。

　（注）　取引金額には、消費税等は含まれておりません。
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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 423.03円

１株当たり当期純利益 30.42円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 28.78円

１株当たり純資産額       438.36円

１株当たり当期純利益      23.24円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      23.23円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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）

損益計算書上の当期純利益（千円） 614,396 520,789

普通株式に係る当期純利益（千円） 551,396 464,789

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（千円）   

利益処分による役員賞与金 63,000 56,000

普通株主に帰属しない金額（千円） 63,000 56,000

普通株式の期中平均株式数（千株） 18,127 19,996

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら

れた当期純利益調整額の主要な内訳（千円）
  

支払利息（税額相当額控除後） 121 ―

当期純利益調整額（千円） 121 ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら

れた普通株式増加数の主要な内訳（千株）
  

転換社債 1,038 10

普通株式増加数（千株） 1,038 10

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算出に含めなかった潜在株式の概要
― ―

（重要な後発事象）

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）

　該当事項はありません。 　同左
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５．平成18年３月期　決算資料
１．受入手数料

(1）科目別内訳

 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

委託手数料 2,935,015 3,901,287 132.9

（株券） (2,925,268) (3,890,286) (133.0)

（債券） (2,740) (4,089) (149.2)

（受益証券） (7,005) (6,911) (98.6)

引受け・売出し手数料 116,075 116,395 100.3

（株券） (114,091) (113,095) (99.1)

（債券） (1,983) (3,300) (166.4)

募集・売出しの取扱手数料 588,878 340,509 57.8

（株券） (6,772) (10,509) (155.2)

（債券） (27,391) (68,763) (251.0)

（受益証券） (554,714) (261,237) (47.1)

その他の受入手数料 112,978 149,660 132.5

（株券） (28,448) (37,874) (133.1)

（債券） (363) (166) (45.9)

（受益証券） (72,927) (93,144) (127.7)

（その他） (11,239) (18,474) (164.4)

合計 3,752,947 4,507,853 120.1

(2）商品別内訳

 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

株券 3,074,580 4,051,766 131.8

債券 32,479 76,320 235.0

受益証券 634,648 361,292 56.9

その他 11,239 18,474 164.4

合計 3,752,946 4,507,853 120.1

２．トレーディング損益

 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

株券等 2,170,469 2,317,971 106.8

債券等 462,407 189,097 40.9

合計 2,632,877 2,507,069 95.2
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　３.自己資本規制比率                                                                       

前事業年度末(百万円） 当事業年度末（百万円）

  固定化されていない自己資本の額 （Ａ) 6,203 6,641

  リ  ス  ク  相  当  額  (Ｂ) 1,741 1,966

  市　場　リ　ス　ク　相　当　額 22 33

  取　引　先  リ  ス ク 相 当 額 349 505

  基  礎  的  リ  ス ク 相 当 額 1,370 1,426

  自 己 資 本 規 制 比 率

   (Ａ) / (Ｂ) ×　１００
(％) 356.1 (%) 337.8 (%)

　修正・社外流出後の数値を記載しています。
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