
 
 

平成 18 年 6 月 22 日 

各   位 

東京都中央区日本橋 1丁目 20 番 3 号

藍 澤 證 券 株 式 会 社

代表取締役社長 吉田 修三

（コード番号：8708  ）

問合せ先 執行役員企画第一部長 阿部 正博

TEL 03-3272-3116

 
（訂正）「平成 18 年 3 月期 決算短信（非連結）」の一部訂正に関するお知らせ 
 
 平成 18 年 4 月 28 日に発表いたしました「平成 18 年 3 月期 決算短信（非連結）」の記

載内容について、一部誤りがありましたので下記のとおり訂正いたします。 

 なお、訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

記 
 
【訂正箇所】 

24 ページ 注記事項（貸借対照表関係）2.担保等として差入をした有価証券の時価等お

よび 3.担保等として差入を受けた有価証券の時価等 

 

（訂正前） 

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） 

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  10,660 百万円

  顧客分別金信託として信託した有  509 百万円

価証券 

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

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        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 509 百万円

価証券 

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        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

 

 

 

 



 
 

（訂正後） 

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） 

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  10,660 百万円

  顧客分別金信託として信託した有  509 百万円

価証券 

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

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         5,449百万円

  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  509 百万円

価証券 

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         3,186 百万円

信用取引貸付金の本担保証券   84,408百万円

 受入保証金等代用有価証券    98,638 百万円

なお、訂正後の 24 ページを参考までに添付いたします。 

以上 



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 5,449百万円

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 84,408百万円

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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