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１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り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9月中間期 1,949 (△33.8) 1,911 (△34.1) 301 (△74.8) 303 (△74.6)

17年9月中間期 2,943 (　　―) 2,902 (　　―) 1,199 (　　―) 1,197 (　　―)

18年3月期 6,350 6,269 2,820 2,732

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年9月中間期 152 (△73.4) 2,390 39 2,319 30

17年9月中間期 571 (　　―) 12,234 35 ― ―

18年3月期 1,421 29,627 32 28,617 49
（注）１．持分法投資損益 該当事項はありません。

２．期中平均株式数 18年９月中間期 63,720株 17年９月中間期 46,720株 18年３月期 47,978株

平成17年８月１日に普通株式100株を１株に併合いたしましたので、１株当たりの数値につきましては期初に遡及して表示しておりま

す。

３．平成17年9月中間期は、新株予約権残高はありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりま

せん。

４．会計処理の方法の変更 無

５．営業収益、純営業収益、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 自己資本規制比率

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

18年９月中間期 32,133 13,660 42.5 214,381 92 970.5

17年９月中間期 29,128 5,118 17.6 109,547 98 378.1

18年３月期 29,556 13,891 47.0 218,015 72 1,032.3
（注）１．期末発行済株式数 18年９月中間期 63,720株 17年９月中間期 46,720株 18年３月期 63,720株

○自己資本 18年９月中間期 13,660百万円 17年９月中間期 5,118百万円 18年３月期 13,891百万円

　　　○自己資本比率＝（自己資本／資産の部合計）×100

(3）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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９月中間期 △2,122 △158 △377 2,117

17年９月中間期 1,384 △42 △350 3,099

18年３月期 △4,648 △208 7,524 4,775

２．配当の状況

 1株当たり配当金（円）

（基準日）  中間期末 期末 年間 

18 年 ３ 月 期 ― 6,000 6,000

19年３月期（実績） ―  
5,000

19年３月期（予想）  5,000

（注）18年３月期の配当金の内訳 内訳： 普通配当 5,000円

  上場記念配当 1,000円

３．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）

当社の業績は、証券市場の市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にありますことから、将来の業績予想を

適正に行うことは困難でありますため、業績予想については開示しておりません。

－ 1 －



１．企業集団の状況
　　該当事項はありません。

２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「成長企業と共に歩む」「富裕層の資産形成のアドバイザーを目指す」という経営方針のもと、成長企業と

投資家の橋渡しとしてきめ細かく対応すべく、対面営業により顧客の資金調達と資産運用の両面において、幅広いサー

ビスを提供してまいります。そのために、成長企業とそのオーナー、富裕層の顧客化に努め、既存のビジネスだけでな

く、主幹事・幹事業務の拡大に伴う法人ビジネス等の収益基盤の拡充を図り、収益を生み出す前提としてのコンプライ

アンス・内部統制を徹底し、人事管理制度等の経営環境を整備し、財務基盤の拡充を図ってまいります。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策の一つとして認識し、安定的な配当の継続を前提に、業績に応じ

た適切な利益還元を行うことを基本方針としております。

　今後は、内部留保を充実させることにより企業体質の強化を図ると同時に、収益性のある事業に有効投資することで

企業価値の増大を目指し、安定的な利益配当と併せて株主の皆様のご期待に応える努力を行ってまいります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、適切な流動性を確保するという基本的考え方にもとづき、株主及び投資家のメリット、業績、市況、株価及

びコスト等を総合的に勘案し、株式分割等による投資単位の引き下げを検討してまいります。

(4）目標とする経営指標

　数値目標としては、平成20年３月に「稼動預り資産4,000億円」を掲げております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社の中期的な経営戦略は、まさに「成長企業と共に歩む」「富裕層の資産形成のアドバイザーを目指す」の経営方

針に示されておりますとおり、成長企業と富裕層の橋渡しとして確固たる地位を確立することを目的として策定されて

おります。

　具体的施策は以下のとおりであります。

①成長企業の発掘機能強化及び成長企業に対する自己投資を含めたトータル証券ビジネスの確立

②主幹事・幹事等、引受ビジネスの質・量両面での拡充

③富裕層・重点顧客層への投資運用アドバイス能力の強化、商品ラインナップの拡充

④当社が主幹事・幹事を務める企業を中心とした既上場企業への投資銀行ビジネスの強化

⑤内部統制システムの強化

⑥人材育成・研修体制の強化

⑦企業文化の醸成

(6）会社の対処すべき課題

　当社は、成長企業に対するＩＰＯ業務をビジネスモデルの中核として営業基盤をさらに拡充し、当社の特色でありま

す対面型営業における提案サービスを重視した、訪問外交の強化・推進による適正収益の拡大に取り組み、株式市況に

左右されない安定した収益体制を確立することが重要な経営課題であると認識しております。このような状況において、

当社は次のような経営課題に取り組んでまいります。

①優秀な人材の継続的採用を推進するとともに、研修制度のさらなる強化を図り、富裕層や成長企業経営者といった方々

から、「人間として信頼される」に足る人格、実力を役職員一人一人に付加すべく、研鑽してまいります。

②お客様からの信頼の証である預り資産の拡大を目指してまいります。

③収益項目の多様化を図るために、主幹事・幹事等引受ビジネス及び法人向けビジネス等の確立を行ってまいります。

④厳正なるコンプライアンス体制の維持及び継続的改善を行い、さらなる社会的信頼を勝ち得る内部管理体制の構築を

行います。

⑤顧客利便性の向上を目的とした業務フローの見直しを行い、業務の迅速化、効率化を図ってまいります。
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３．経営成績及び財政状態
(1）当中間会計期間の経営成績

　当中間会計期間のわが国経済は、企業の旺盛な設備投資が成長を牽引する一方、雇用情勢の改善を受けた個人消費

が緩やかな拡大を続けました。 

　こうしたなか、東京株式市場は、ボックスレンジ内での動きに終始しました。４月にはデフレ脱却期待から、平均

株価は17,500円台を回復しましたが、その後は日米の金融政策の先行き不透明感や原油価格の高騰を嫌気して急落し

ました。しかし中間期末に向けては、好調な企業業績を評価した買いや米国株高による投資マインドの好転を受けて、

平均株価は戻り歩調を辿りました。ただ、商いは低調であり、株価指数先物の動きに振られやすい展開となりました。

　他方、債券相場は、日銀がゼロ金利政策を解除したものの、米国の景気減速懸念もあって強含みで推移しました。

当初は、ゼロ金利解除後も日銀は金融政策の正常化に向けて利上げを急ぐとの見方が台頭し、10年債利回りは一時２％

を上回りましたが、基準改定に伴って消費者物価指数が下振れすると、今度は日銀の早期利上げ観測が後退し、10年

債利回りは1.6％まで低下しました。

　このような状況のもと、当中間会計期間の営業収益は19億49百万円（前年同期比66.2％）、経常利益は３億３百万

円（同25.4％）中間純利益は１億52百万円（同26.6％）となりました。

　当中間会計期間の主要な収益・費用等の状況は次のとおりであります。

①受入手数料

　当中間会計期間の受入手数料は、11億25百万円（前年同期比55.8％）となりました。内訳は以下のとおりであり

ます。

ａ．委託手数料

　当中間会計期間における東証１日平均出来高は、19億16百万株（前年同期比92.9％）、同売買代金は２兆

5,772億円（同152.3％）となりました。当社の受託売買代金は1,676億51百万円（同62.0％）となり、株式委託

手数料収入は９億88百万円（同58.6％）となりました。債券委託手数料等を加えた委託手数料合計は９億98百

万円（同59.0％）となりました。

ｂ．引受け・売出し手数料

　当中間会計期間における株式発行市場での公開引受業務の主幹事としての実績はなかったため、引受け・売

出し手数料は４百万円（前年同期比2.1％）となりました。

ｃ．募集・売出しの取扱手数料、その他の受入手数料

　当中間会計期間の受益証券の募集・売出しの取扱高は、28億95百万円（前年同期比141.0％）となり、受益証

券の取扱手数料は78百万円（同177.1％）となりました。その他株券等を加えた募集・売出しの取扱手数料合計

は84百万円（同178.9％）となりました。

　また、投資信託の代行手数料が中心であるその他の受入手数料は38百万円（同84.5％）となりました。

②トレーディング損益

　前事業年度に引き続き外債の販売等に注力しました結果、４億49百万円（前年同期比81.7％）の利益となりまし

た。

③金融収支

　信用取引に係る信用取引収益等が増加したことにより、金融収益１億99百万円（前年同期比180.0％）から金融費

用37百万円（同91.3％）を差し引いた金融収支は１億61百万円（同231.8％）の利益となりました。

④その他の営業収益

　主として他の事業者の経営に関する相談に応じる業務に対する手数料を計上しており、合計は１億74百万円（前

年同期比65.8％）となりました。

⑤販売費・一般管理費

　当中間会計期間は、東京支店の増床により不動産関係費等増加いたしましたが、経費削減に努めました結果、販

売費・一般管理費は16億９百万円（前年同期比94.6％）となりました。
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⑥特別損失

　当中間会計期間の特別損失は、固定資産処分損33百万円によるものであります。

(2）財政状態

①財政状態

　当中間会計期間末の総資産は321億33百万円となり、前事業年度末より25億77百万円増加いたしました。主な増

加の要因は、信用取引資産が64億32百万円増加しました一方、預託金の減少が38億88百万円あったことによるも

のであります。負債の部は、184億72百万円と28億８百万円増加いたしました。主な増加の要因は、信用取引負債

が56億７百万円増加しました一方、預り金が８億23百万円、受入保証金が４億15百万円及び未払法人税等が12億

26百万円減少したことによるものであります。純資産（前事業年度資本）は、２億31百万円減少いたしました。

その要因は、配当金による３億82百万円の減少と当中間純利益１億52百万円の増加によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高状況は、前事業年度末に比べ26億57百万円の減少となり、

21億17百万円となりました。

　当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度における46億48百万円の支出から21億22百万円の支出とな

りました。

　これは、税引前中間純利益２億70百万円及び顧客分別金信託11億90百万円の減少による収入がありました一方、

信用取引における自己融資額の増加によって信用取引資産及び信用取引負債の増減額が８億25百万円の支出、預

り金、受入保証金の減少による支出12億38百万円及び法人税等の支払による12億15百万円の支出となったこと等

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）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、東京支店の増床による有形固定資産の取得等により１億25百万円の支

出、長期差入保証金の差入による40百万円の支出及び長期差入保証金の返還による４百万円等の収入がありまし

たため、差引１億58百万円の支出となりました。

（財務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・フローは、配当金の支払額３億77百万円によるものであります。

　キャッシュ・フロー関連指標の推移は下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％) ― 22.1 17.6 47.0 42.5

時価ベースの自己資本比率（％) ― ― ― 94.9 39.9

債務償還年数（年) ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍) ― ― ― ― ―

（注）１．自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．当社は平成18年３月６日に上場いたしましたので、自己資本比率につきましては「平成17年３月期中間」

及び時価ベースの自己資本比率につきましては「平成17年３月期、平成18年3月期中間」は記載しており

ません。

また、「債務償還年数」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」につきましては、該当はありませ

ん。

３．株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行済株式数により算出しております。
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(3）事業等のリスク

　当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項につ

いて、現在において認識している主要なリスクは以下のようなものがあります。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。

　なお、文中における将来に関する事項は、本書開示日現在において当社が判断したものであります。

1．証券業について

(1）法的規制について

　証券会社には証券市場と投資者を結ぶ仲介者として適正かつ効率的な証券業務が期待されております。証券

会社が適正な営業活動を行うにあたり、行政官庁や証券業協会等は、種々の法令・規則等を制定して、公正な

証券取引や適切な投資勧誘の法的枠組みを示すとともに、検査・監査等によりそれらの遵守状況を確認してお

ります。

　主な法令・規則等（概要）は以下のとおりであります。

①証券取引法（証券取引の登録と業務の認可、有価証券の委託売買業務、有価証券の自己売買業務、有価証券

の元引受業務、有価証券の募集・売出し業務、疑わしい取引の届出等）

②証券会社の自己資本規制に関する内閣府令（経営の健全性を確保するため自己資本規制比率120％を下回らな

いことが必要）

※当社比率は平成18年３月期1032.3％、平成19年３月期中間会計期間末970.5％となっております。

③証券会社の分別保管に関する内閣府令（顧客資産の分別保管を行う）

④証券会社の行為規制等に関する内閣府令（証券会社の健全性の準則等に関する省令）

⑤金融商品の販売等に関する法律（金融商品の勧誘に際し元本割れリスク等のリスク説明の義務）

⑥金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律

⑦投資者保護基金に関する命令（証券会社の破綻から投資家資産を保護）

　当社は証券取引法第28条に基づく証券業の登録及び第29条第１項に基づく業務の認可を受けております。し

かしながら当社行為が、同法第56条及び第56条の２に定める内容に抵触した場合には、登録や認可の取り消し、

業務の全部又は一部の停止などを命じられる可能性があります。そのような場合には、当社の経営成績に悪影

響を及ぼす可能性があります。

(2）競合について

　証券業界は、平成10年12月の証券取引法の改正により証券業が免許制から登録制に移行し、特定分野に特化

した証券会社やネット証券などのディスカウントブローカーの出現など、業務の独自性を競う時代に突入する

とともに、提供される金融商品も多様化してきております。また規制緩和に伴い、銀行や保険会社などによる

証券商品の取扱いが急拡大しており、証券サービスを巡る競合は同業他社に異業種企業を交えて激しさを増し

てきております。 

　当社は、お客様の投資ニーズにマッチした金融商品を選択し、ポートフォリオのご提案をしております。

最近では成長企業の株式公開やファイナンスにあたって主幹事を担う事例も増えており、新規公開株式などを

お客様にご提案できる機会が多くなってきていることも競合他社と差別化できる商品戦略と考えております。

　しかしながら今後の法改正や規制緩和が進展していく過程において、当社が投資者から選別される金融サー

ビスを提供できないような場合には、当社の財政状態や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(3） 株式市況の変動について

　当社の営業収益は株式売買委託手数料とトレーディング収益が主となっており、営業収益に対する両部門の

合計比率は、平成18年３月期78.4％、平成19年３月期中間会計期間73.8％と高水準に推移しております。従っ

て株式相場の下落により市場が縮小するような場合には、当社の収益状況に対し大きな影響が予想されます。

　当社は相場環境に左右されやすい株式売買委託手数料等に依存しない体質の確立をめざして、主幹事業務の

獲得など収益源の多角化を図っておりますが、当社のとっている対応以上の市況変動がある場合、当社の財政

状態や経営成績が大きく変動する可能性があります。
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(4）手数料率について

　現在の当社の収益構造は、株式委託売買業務から収益の大半を獲得しております。そのため、市況の変動に

より株式の取引量が減少した場合及び今後も競争の激化に伴い、委託手数料の引き下げが継続、又は激化する

可能性があり、委託手数料の据え置きによる取引シェア低下などの要因により、収益への影響が大きくなりま

す。

2. 当社の概況について

(1）経営方針

①成長企業支援について

　当社は、主幹事証券の立場から、公開予定企業の資本政策や公開企業にふさわしい体制の整備に関する指

導を行うと同時に投資者保護の観点から、当該企業の収益性の見込み、経営の健全性、ディスクロージャー

の適正性などについて問題がないかを十分に審査しております。しかしながら、当社が主幹事を務めた企業

において上場後に社会的評価を下げるような事態が生じた場合には、当社の主幹事業務への影響にとどまら

ず、当社が注力する引受業務やターゲットとする顧客の拡大に支障をきたすことが予想され、当社の財政状

態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②人材の確保について

　当社は、証券ビジネスを通じて経済発展の源泉である成長企業を支援し、企業・投資家の双方に貢献する

ことを目指しております。その実現のためには、広範な経済知識とともに高度な証券サービスを提供できる

人材の育成並びに経験と実績があるスタッフが不可欠であります。当社は、株式市況の停滞等から退職者が

増加する中、平成14年３月期より継続的な新卒採用を行うと同時に、即戦力となる専門知識を持つ人材を中

途採用するなど経営の基盤となる人的資源に係る体制を整備してまいりました。現在は、企業経営へのアド

バイスから株式上場支援など高度なコンサルティングを提供できる社内組織、外部アドバイス体制が構築さ

れております。

　当社は、事業を一段と拡大するために今後においても人材の採用と社内研修の充実を図ってまいりますが、

必要とされる人材を確保できなかった場合には、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

(2）業務の状況

①信用取引について

　当社は現金や有価証券を担保として受入れ、信用取引を行う顧客へ信用を供与しております。当社は信用

取引口座の開設にあたり、投資の知識・経験など顧客属性を適正に管理したうえ、①預り資産300万円以上②

委託証拠金は建玉の40％などの基準を設け取引開始後に担保不足が生ずるなどのリスク回避に努めておりま

す。しかしながら市況変動に伴い、信用取引で多額の損失が発生し顧客が決済処理できない場合や、代用有

価証券の担保価値が大幅に低下し追加証拠金を顧客に求めても差入れに応じない場合、当社は貸付金の一部

又は全部を回収できなくなる可能性があります。そのような場合、当社の財政状態や経営成績に悪影響を与

えることが考えられます。

　また、当社は信用取引にかかる資金を一部証券金融会社から借入れております。借入の担保とした有価証

券等が市況変動により担保価値を下落させた場合には担保の追加を求められることがあります。その際の借

入などは当社が独自に行いますが、当社が追加請求に対応できない場合には、顧客に対する信用取引の利用

制限につながる可能性があります。そのような場合には、当社の業績、財政状態に影響が生じる可能性があ

ります。

②引受業務について

　当社は主幹事案件を含め引受業務を積極的に行っておりますが、その募集販売業務において募集量が引受

量に未達となった場合には当該引受残高は当社の保有有価証券となります。その後の市況変動によっては当

該証券に売却損・評価損が発生し、当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

③システムについて

　当社のシステムは想定される安全管理体制を確認したうえで、（株）野村総合研究所の「ＳＴＡＲ-ⅣＳ

ystem」を採用しております。ＳＴＡＲ-Ⅳの障害によりシステムダウンが発生した場合には、コンテンジェ

ンシーサイトに切り替えることにより機能を確保することができます。当社はシステムダウンが発生した場

合の内部管理体制の手順を整備しておりますので、適切な対応が可能であると考えております。
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　しかしながら、システム障害などへの対応に遅れなどが発生した場合には、当社への信頼低下にとどまら

ず損害賠償責任が生じる可能性があり、当社の財政状態や経営成績に重大な影響を与える可能性があります。

④資金調達について

　当社は日々、クリアリング機構、証券金融会社、同業社及び顧客との間において資金の受け払いを行って

おります。会計処理は当日中に完了し、現預金残高一覧表と資金繰り予定表をあわせ万全の資金繰り管理を

行っております。また、金融機関からの借入枠を合計31億25百万円設定し、手許流動資金とあわせ緊急の支

出にも対応可能な体制を整えております。しかしながら、不測の事務処理ミスや重大な過誤注文の発生又は

何らかの事由により当社の信用力が低下するなどして、必要資金の調達ができない場合や通常よりも著しく

不利な条件での調達となった場合には、当社の財政状態や経営成績に悪影響を与える可能性があります。

(3）内部管理

①コンプライアンスについて

　当社のコンプライアンスの状況を当社自身が検証することにより内部管理体制の整備を図っております。

具体的には、法令、日本証券業協会規則、社内規程及びその取扱い要領を網羅した「従業員ハンドブック」

を作成し、従業員のコンプライアンスの認識を高めるとともに、社内研修等の実施を通じてその定着を心が

けております。あわせてコンプライアンス部による臨店検査・売買審査等の体制を構築し不正の防止・発見

に努めております。

　当社は、従業員による公正な業務遂行の徹底を目指しておりますが、それにもかかわらず違法行為が発生

する可能性は完全に排除できないと考えております。

②顧客管理について

　個人情報の漏洩が頻発するなど、消費者の不安が高まっていることを受け、「個人情報の保護に関する法

律」（個人情報保護法）が平成17年４月１日より施行されております。同法は個人情報を取り扱う事業者の

遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを

目的としたものであります。顧客情報が記載されている書類を外部に流出させ不正利用されないように保管

することは、信用を基礎とする証券会社に求められる重要な責務と認識してまいりました。個人情報保護法

の施行に鑑み、当社におきましては、顧客情報等の書類及び法定帳簿の具体的な管理方法や顧客データへの

アクセス制限・使用方法の詳細を社内規程として策定し、個人情報管理の周知徹底を図っております。

　しかしながら、何らかの要因により当社又は外部委託先から当社保有の顧客情報が外部に漏洩した場合に

は、当社の信用が低下することが考えられ当社の経営成績に悪影響が生じる可能性があります。

③内部者取引の防止について

　当社の役職員が引受業務に関する情報に限らず法人関係情報を入手した場合は、内部者取引管理規程の手

順に従い速やかに法人関係情報報告書をコンプライアンス部に提出させ、当該未公開情報に基づいた不正な

売買が発生しないように努めております。また、当社は顧客属性の把握に努めており上場会社の役員等を「内

部者登録対象顧客」としております。当該顧客の自社株式の売買状況につきましては、法人関係情報との関

連を注意して不公正な取引が行われないよう監視しております。

　しかしながら、当社の役職員並びに顧客に法人関係情報を利用した売買が認められた場合には、当社に対

する投資者の信頼を失うことが考えられ、当社の財政状態、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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(4）光陽ホールディングスグループとの関係について

筆頭株主について

　当社の筆頭株主である川路耕一氏は、光陽ホールディングス株式会社を中心とした光陽ホールディングス

グループの企業経営を行っており、川路耕一氏及び関連企業１社において当中間会計期間末日現在発行済株

式総数の実質的に55.6％を所有しており、当社株主総会の承認を要する事項（取締役・監査役の選任・解任、

配当実施、合併又はその他の企業結合の承認等）の全てに大きな影響力を持ちます。また同氏は当社の取締

役（非常勤）であり、当社の事業運営に関して一定の影響力を有しております。光陽ホールディングスグルー

プは、商品先物取引を中心とする事業グループであり、概要は下記の通りであります。

（光陽ホールディングスグループの概要）

（平成18年９月30日現在）

 主な事業の内容
川路耕一氏による

株式所有比率（％）

光陽ホールディングス株式会

社による株式所有比率（％）

光陽ホールディングス株式会社 純粋持株会社 65.8 ―

三貴商事株式会社 商品先物取引 ― 100

光陽ファイナンストレード株式会社 商品先物取引 ― 100

光陽ビジネスサービス株式会社 事務用品販売等 ― 100

光陽不動産株式会社 不動産業 ― 100（間接）

光陽投資顧問株式会社 商品投資顧問 ― 49

(5）その他

ストックオプションについて

　当社はストックオプション制度を採用しております。平成16年６月28日開催の定時株主総会及び平成17年

９月26日開催の臨時株主総会において、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の付

与に関する決議を行い、新株予約権を付与しております。

　当社のさらなる事業拡大のためには、優秀な人材の確保並びに役職員の士気向上が重要であると考え、イ

ンセンティブの付与として今後におきましても新株予約権の発行を検討してまいります。今後、新株予約権

の行使が促進される場合には当社株式の１株当たり株式価値が希薄化し、市場価格に影響を及ぼす可能性が

あります。 

(6）訴訟等について

　当社は、顧客本位の営業姿勢をとり、コンプライアンスを重視し、お客様との紛争の未然防止に努めており

ますが、何らかの理由によりトラブルが発生した場合は、訴訟等に発展し、仮に当社の主張が認められなかっ

た場合には、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。
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４．中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

流動資産            

現金・預金   706   566  △139  514  

預託金   12,981   8,388  △4,592  12,276  

約定見返勘定   68   0  △67  0  

信用取引資産   14,245   21,888  7,643  15,456  

信用取引貸付金  13,723   21,826   8,102 15,334   

信用取引借証券
担保金

 521   62   △458 121   

短期差入保証金   30   40  9  60  

未収収益   194   219  24  197  

繰延税金資産   201   61  △140  173  

その他の流動資産   24   75  50  89  

貸倒引当金   △4   △6  △1  △5  

流動資産計   28,446 97.7  31,234 97.2 2,787  28,762 97.3

固定資産            

有形固定資産 ※１  129   241  112  184  

無形固定資産   24   43  18  23  

投資その他の資産   527   613  85  585  

投資有価証券 ※２ 331   332   0 334   

長期差入保証金  192   264   72 228   

その他  3   16   12 21   

貸倒引当金  △0   △0   0 △0   

固定資産計   682 2.3  898 2.8 216  793 2.7

資産合計   29,128 100.0  32,133 100.0 3,004  29,556 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

流動負債            

信用取引負債   10,931   10,478  △452  4,870  

信用取引借入金 ※２ 10,108   10,407   299 4,582   

信用取引貸証券
受入金

 822   70   △751 288   

預り金   9,888   6,353  △3,534  7,177  

受入保証金   1,614   1,201  △413  1,616  

未払費用   469   117  △352  252  

未払法人税等 ※３  714   19  △695  1,245  

役員賞与引当金   25   9  △16  118  

その他の流動負債   67   12  △54  75  

流動負債計   23,710 81.4  18,191 56.6 △5,518  15,356 52.0

固定負債            

退職給付引当金   89   95  5  96  

長期未払金   136   115  △20  136  

その他の固定負債   4   7  2  11  

固定負債計   230 0.8  219 0.7 △11  245 0.8

特別法上の準備金            

証券取引責任準備
金

※４  69   62  △7  62  

特別法上の準備
金計

  69 0.2  62 0.2 △7  62 0.2

負債合計   24,010 82.4  18,472 57.5 △5,538  15,664 53.0
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前中間会計期間末
（平成17年9月30日）

当中間会計期間末
（平成18年9月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）            

資本金   2,703 9.3  ― ― ―  5,954 20.2

資本剰余金            

資本準備金  386   ―    5,056   

資本剰余金合計   386 1.3  ― ― ―  5,056 17.1

利益剰余金        ―    

利益準備金  86   ―    86   

任意積立金  984   ―    984   

中間(当期)未処分利
益

 955   ―    1,805   

利益剰余金合計   2,026 7.0  ― ― ―  2,876 9.7

その他有価証券評価差
額金

  2 0.0  ― ― ―  4 0.0

資本合計   5,118 17.6  ― ― ―  13,891 47.0

負債・資本合計   29,128 100.0  ― ― ―  29,556 100.0

（純資産の部）   

株主資本         

資本金  ― ― 5,954 18.5 ― ― ―

資本剰余金   

資本準備金  ― 5,056  ―

資本剰余金合計  ― ― 5,056 15.8 ― ― ―

利益剰余金   

利益準備金  ― 86  ―

その他利益剰余金      

任意積立金  ― 984  ―

繰越利益剰余金  ― 1,575  ―

利益剰余金合計  ― ― 2,646 8.2 ― ― ―

株主資本合計  ― ― 13,657 42.5 ― ― ―

評価・換算差額等         

その他有価証券評価
差額金

 ― ― 2 0.0 ― ― ―

評価・換算差額等合計  ― ― 2 0.0 ― ― ―

純資産合計  ― ― 13,660 42.5 ― ― ―

負債・純資産合計  ― ― 32,133 100.0 ― ― ―
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（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
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

営業収益            

受入手数料   2,016   1,125  △890  4,698  

委託手数料  1,691   998   △692 3,966   

引受け・売出し手
数料

 233   4   △228 435   

募集・売出しの取
扱手数料

 47   84   37 220   

その他  45   38   △7 74   

トレーディング損益 ※１  550   449  △100  1,028  

金融収益   110   199  88  230  

その他の営業収益   265   174  △90  392  

営業収益計   2,943 100.0  1,949 100.0 △994  6,350 100.0

金融費用   40 1.4  37 1.9 △3  81 1.3

純営業収益   2,902 98.6  1,911 98.1 △990  6,269 98.7

販売費・一般管理費            

取引関係費  198   167   △30 387   

人件費  1,117   944   △173 2,258   

不動産関係費  168   263   94 349   

事務費  106   126   19 222   

減価償却費 ※２ 12   22   10 45   

租税公課  19   28   9 56   

その他  78   56   △22 128   

販売費・一般管
理費計

  1,702 57.8  1,609 82.6 △92  3,448 54.3

営業利益   1,199 40.8  301 15.5 △897  2,820 44.4

営業外収益 ※３  4 0.1  3 0.2 △0  7 0.1

営業外費用 ※４  6 0.2  1 0.1 △4  94 1.5

経常利益   1,197 40.7  303 15.6 △893  2,732 43.0

特別利益            

投資有価証券売却益  0   ―   △0 0   

証券取引責任準備金
戻入

 ―   0   0 ―   

貸倒引当金戻入  9   ―   △9 8   

特別利益　計   9 0.3  0 0.0 △9  8 0.1

特別損失            

固定資産処分損 ※５ 25   33   8 44   

減損損失 ※６ 32   ―   △32 32   

証券取引責任準備金
繰入れ

 8   ―   △8 1   

その他  6   ―   △6 6   

特別損失　計   73 2.5  33 1.7 △39  84 1.3

税引前中間(当期)純利
益

  1,133 38.5  270 13.9 △863  2,656 41.8

法人税、住民税及び事
業税

※７ 703   6   △696 1,347   

法人税等調整額  △141 562 19.1 111 118 6.1 252 △112 1,235 19.4

中間（当期）純利益   571 19.4  152 7.8 △419  1,421 22.4

前期繰越利益   383   ―  ―  383  

中間（当期）未処分利
益

  955   ―  ―  1,805  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本
合計 資本

準備金 

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計 任意積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日　残高

　　　　　 　 （百万円)
5,954 5,056 5,056 86 984 1,805 2,876 13,887

中間会計期間中の変動額

 　剰余金の配当（注）      △382 △382 △382

 　中間純利益      152 152 152

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

        

 中間会計期間中の変動額合

計　　　　（百万円）
     △230 △230 △230

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　（百万円）
5,954 5,056 5,056 86 984 1,575 2,646 13,657

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計 

 平成18年３月31日　残高

　　　　　　　（百万円）
4 4 13,891

 中間会計期間中の変動額

 　剰余金の配当（注）   △382

 　中間純利益   152

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△1 △1 △1

 中間会計期間中の変動額　

合計　　　　（百万円）
△1 △1 △231

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　　（百万円）
2 2 13,660

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
(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）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間（当期）純利益  1,133 270 △863 2,656

減価償却費  12 22 10 45

減損損失  32 ― △32 32

貸倒引当金増減額（△は減少額）  △9 0 10 △8

証券取引責任準備金増減額（△は減少
額）

 8 △0 △8 1

退職給付引当金増減額（△は減少額）  4 △1 △5 11

役員退職慰労引当金増減額（△は減少
額）

 △132 ― 132 △132

役員賞与引当金増減額（△は減少額）  △96 △109 △13 △3

固定資産処分損  15 25 10 20

投資有価証券売却益  △0 ― 0 △0

受取利息及び受取配当金  △12 △46 △34 △13

新株発行費  ― ― ― 46

株式公開関連費用  ― ― ― 43

顧客分別金信託の増減額（△は増加額）  △4,199 1,190 5,389 △1,537

トレーディング商品の増減額  608 ― △608 608

約定見返勘定の増減額（△は減少額）  △676 △0 675 △608

信用取引資産の増減額（△は増加額）  △2,170 △6,432 △4,261 △3,381

信用取引負債の増減額（△は減少額）  2,195 5,607 3,412 △3,865

立替金の増減額（△は増加額）  △3 △0 2 △1

短期差入保証金の増減額（△は増加額）  0 20 19 △29

貸付金の増減額（△は増加額）  △3 2 6 △8

預り金の増減額（△は減少額）  3,992 △823 △4,815 1,281

受入保証金の増減額（△は減少額）  548 △415 △963 550

未払費用の増減額（△は減少額）  303 △128 △432 79

長期未収入金の増減額  0 0 0 1

長期未払金の増減額（△は減少額）  136 △20 △157 136

その他  △63 △109 △45 △153

小計  1,623 △946 △2,570 △4,228

利息及び配当金の受取額  12 46 34 13

株式公開関連費用の支払額  ― △6 △6 △37

法人税等の支払額  △251 △1,215 △963 △395

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,384 △2,122 △3,506 △4,648

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形及び無形固定資産の取得による支
出

 △27 △125 △98 △149

投資有価証券の売却による収入  0 ― △0 0

長期差入保証金の返還による収入  1 4 2 32

長期差入保証金の差入による支出  △16 △40 △23 △83

長期貸付金による支出  ― ― ― △8

その他  △0 3 3 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー  △42 △158 △116 △208

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー      

株式の発行による収入  ― ― ― 7,875

配当金の支払額  △350 △377 △26 △350

財務活動によるキャッシュ・フロー  △350 △377 △26 7,524

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△は減
少額）

 991 △2,657 △3,649 2,667

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  2,107 4,775 2,667 2,107

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高

 3,099 2,117 △982 4,775
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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（売却原価は移動平

均法により算定）を採用しておりま

す。

同　　左 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

その他有価証券

・時価のあるもの

時価をもって貸借対照表価額とし、

取得原価（移動平均法により算

定）との評価差額を全部資本直入

する方法によっております。

その他有価証券

・時価のあるもの

時価をもって貸借対照表価額とし、

取得原価（移動平均法により算

定）との評価差額を全部純資産直

入する方法によっております。

その他有価証券

・時価のあるもの

時価をもって貸借対照表価額とし、

取得原価（移動平均法により算

定）との評価差額を全部資本直入

する方法によっております。

 

 

・時価のないもの

移動平均法による原価法によって

おります。

・時価のないもの

同　　左

・時価のないもの

同　　左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は下記のと

おりであります。

建物　　　　　８年～50年

器具及び備品　４年～15年

(1）有形固定資産

同　　左

 

 

 

(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

利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同　　左

(2）無形固定資産

同　　左

４．繰延資産の処理方法

 

─

 

─

 

・新株発行費

支出時に全額費用として処理して

おります。

５．引当金及び準備金の計上

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、貸倒懸念債権等

特定の債権については、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。

(1）貸倒引当金

同　　左

(1）貸倒引当金

同　　左

 

 

(2）役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に

支給される役員賞与に備えるた

め、当中間会計期間発生額を計

上しております。

(2）役員賞与引当金

同　　左

(2）役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に

支給される役員賞与に備えるた

め、当期発生額を計上しており

ます。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

「退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）」（日本公認会

計士協会会計制度委員会報告第

13号平成11年９月14日）に定

める簡便法に基づき自己都合退

職による当中間会計期間末要支

給額の100％を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

同　　左

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

「退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）」（日本公認会

計士協会会計制度委員会報告第

13号平成11年９月14日）に定

める簡便法に基づき自己都合退

職による期末要支給額の100％

を計上しております。

 

 

(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条及び「証

券会社に関する内閣府令」第35

条の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

(4）証券取引責任準備金

同　　左

６．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。

同　　左 同　　左

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日か

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を資

金の範囲としております。

同　　左 同　　左

８．その他中間財務諸表（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

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、仮受消費税等と控除対象の仮

払消費税等は相殺し、その差額を

「その他の流動負債」に含めて表示

しております。

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、仮受消費税等と控除対象の仮

払消費税等は相殺し、その差額を

「その他の流動資産」に含めて表示

しております。

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。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

当中間会計期間より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成

17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は13,660

百万円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

 ―

 （ストック・オプション等に関する会計基

準）

当中間会計期間より「ストック・オプション

等に関する会計基準」（企業会計基準第８号

平成17年12月27日）及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号平成18年５月31日）を

適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（役員退職慰労引当金）

役員退職慰労引当金については従来内規に基

づき算出した要支給額を計上しておりました

が、経営改革の一環として役員の報酬体系の

見直しを行い平成17年６月28日開催の第46期

定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労

金制度を廃止しました。これにより、貸借対

照表に計上しておりました「役員退職慰労引

当金」の前事業年度末残高と制度廃止までの

必要額の合計額を「長期未払金」に振替えて

おります。

 ―

 

（役員退職慰労引当金）

役員退職慰労引当金については従来内規に基

づき算出した要支給額を計上しておりました

が、経営改革の一環として役員の報酬体系の

見直しを行い平成17年６月２８日開催の第46

期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰

労金制度を廃止しました。これにより、貸借

対照表に計上しておりました「役員退職慰労

引当金」の前事業年度末残高と制度廃止まで

の必要額の合計額を「長期未払金」に振替え

ております。

 

 

 

 

（スプレッド方式による新株発行）

平成18年３月５日付有償一般募集による新株

式の発行は、引受証券会社が引受価額で買取

引受を行い、これを引受価額と異なる募集価

額（発行価格）で一般投資家に販売するスプ

レッド方式によっております。

スプレッド方式では募集価額（発行価格）と

引受価額との差額が、引受証券会社に対する

事実上の引受手数料となることから、当社か

ら引受証券会社への引受手数料の支払はあり

ません。当該新株発行に係る募集価額（発行

価格）の総額と引受価額の総額との差額は578

百万円であり、引受価額と同一の発行価格で

一般投資家に販売する従来の方式であれば、

新株発行費として処理されていたものであり

ます。

このため、従来の方式によった場合に比べ、

新株発行費の額と資本金及び資本準備金合計

額はそれぞれ578百万円少なく、経常利益及び

税引前当期純利益は同額多く計上されており

ます。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産から控除した減価償却累

計額は、134百万円であります。

※１．有形固定資産から控除した減価償却累

計額は、155百万円であります。

※１．有形固定資産から控除した減価償却累

計額は、163百万円であります。

※２．担保に供されている資産の状況 ※２．担保に供されている資産の状況 ※２．担保に供されている資産の状況

被担保債務 担保に供されている資産

科目
中間期
末残高
(百万円)

投資有
価証券
(百万円)

保管有
価証券
(百万円)

計
(百万円)

信用取
引借入
金

10,108 ― 2,146 2,146

短期借
入金

― 316 ― 316

計 10,108 316 2,146 2,463

被担保債務 担保に供されている資産

科目
中間期
末残高
(百万円)

投資有
価証券
(百万円)

保管有
価証券
(百万円)

計
(百万円)

信用取
引借入
金

10,407 ― ― ―

短期借
入金

― 316 ― 316

計 10,407 316 ― 316

被担保債務 担保に供されている資産

科目
期末残
高
(百万円)

投資有
価証券
(百万円)

保管有
価証券
(百万円)

計
(百万円)

信用取
引借入
金

4,582 ― ― ―

短期借
入金

― 316 ― 316

計 4,582 316 ― 316

（注）１．上記表の金額は、中間貸借対照表

計上額によっております。

２．保管有価証券は中間貸借対照表に

計上しておりません。

３．上記のほか、信用取引の自己融資

見返り株券を信用取引借入金の担

保として2,255百万円、発行日取引

差入証拠金の代用として６百万円

を差入れております。また、保管

有価証券104百万円を先物取引売買

証拠金の代用として差入れており

ます。

（注）１．上記表の金額は、中間貸借対照表

計上額によっております。

２．保管有価証券は中間貸借対照表に

計上しておりません。

３．上記のほか、信用取引の自己融資

見返り株券を信用取引借入金の担

保として4,912百万円、保管有価証

券123百万円を先物取引売買証拠金

の代用として差入れております。

（注）１．上記表の金額は、貸借対照表計上

額によっております。

２．保管有価証券は貸借対照表に計上

しておりません。

３．上記のほか、信用取引の自己融資

見返り株券を信用取引借入金の担

保として3,310百万円、保管有価証

券116百万円を先物取引売買証拠金

の代用として差入れております。

担保として差入れた又は受入れた有価

証券の時価額は以下のとおりでありま

す。

担保として差入れた又は受入れた有価

証券の時価額は以下のとおりでありま

す。

担保として差入れた又は受入れた有価

証券の時価額は以下のとおりでありま

す。

項目
金額

（百万円）

差入れた有価証券  

信用取引貸証券 963

信用取引借入金の本担保証券 10,402

差入保証金代用有価証券 2,146

受入れた有価証券  

信用取引貸付金の本担保証券 14,371

信用取引借証券 574

受入証拠金代用有価証券 104

受入保証金代用有価証券 11,482

項目
金額

（百万円）

差入れた有価証券  

信用取引貸証券 79

信用取引借入金の本担保証券 10,866

差入保証金代用有価証券  ―

受入れた有価証券  

信用取引貸付金の本担保証券 20,254

信用取引借証券 67

受入証拠金代用有価証券 123

受入保証金代用有価証券 16,161

項目
金額

（百万円）

差入れた有価証券  

信用取引貸証券 306

信用取引借入金の本担保証券 4,728

差入保証金代用有価証券  ―

受入れた有価証券  

信用取引貸付金の本担保証券 15,110

信用取引借証券 126

受入証拠金代用有価証券 116

受入保証金代用有価証券 16,583

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の

未納付額

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の

未納付額

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の

未納付額

法人税 487百万円

住民税 104

事業税 122

計 714

住民税 3百万円

事業税 15

計 19

法人税 826百万円

住民税 175

事業税 243

計 1,245
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※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。

証券取引責任準備金

証券取引法第51条

※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。

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。

同　　左

― 　５．当社は運転資金の効率的な調達を行う

ため取引金融機関４行と当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの

総額

3,125 百万円 

借入実行残高 ―  

差引額 3,125  

　なお、前中間会計期間末における借

入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの

総額

1,125 百万円 

借入実行残高 ―  

差引額 1,125  

― 
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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 ※１．トレーディング損益の内訳

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等ト
レーディン
グ損益

43 ― 43

債券等・そ
の他のト
レーディン
グ損益

506 ― 506

 
債券等ト
レーディ
ング損益

506 ― 506

 

その他の
トレー
ディング
損益

― ― ―

計 550 ― 550

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等ト
レーディン
グ損益

3 ― 3

債券等・そ
の他のト
レーディン
グ損益

446 ― 446

 
債券等ト
レーディ
ング損益

446 ― 446

 

その他の
トレー
ディング
損益

 ― ―  ―

計 449 ― 449

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等ト
レーディン
グ損益

47 ― 47

債券等・そ
の他のト
レーディン
グ損益

981 ― 981

 
債券等ト
レーディ
ング損益

981 ― 981

 

その他の
トレー
ディング
損益

― ― ―

計 1,028 ― 1,028

※２．当中間会計期間に実施した減価償却費

は、次のとおりであります。

※２．当中間会計期間に実施した減価償却費

は、次のとおりであります。

※２．当期に実施した減価償却費は、次のと

おりであります。

 百万円

有形固定資産 8  

無形固定資産 3  

長期前払費用 0  

計 12  

 百万円

有形固定資産 17  

無形固定資産 4  

長期前払費用 1  

計 22  

 百万円

有形固定資産 39  

無形固定資産 5  

長期前払費用 0  

計 45  

※３．営業外収益

営業外収益の主な内容は、為替差益３

百万円等であります。

※３．営業外収益

営業外収益の主な内容は、為替差益１

百万円等であります。

※３．営業外収益

営業外収益の主な内容は、為替差益４

百万円、雑益２百万円であります。

※４．営業外費用

営業外費用の主な内容は、株式公開関

連費用５百万円等であります。

※４．営業外費用

営業外費用の主な内容は、遊休資産の

管理費１百万円等であります。

※４．営業外費用

営業外費用の主な内容は、繰延資産（新

株発行費）償却費46百万円、株式公開

関連費用43百万円等であります。

※５．固定資産処分損

店舗統廃合に伴う除却等によるもので

あります。

※５．固定資産処分損

店舗増床によるレイアウト変更等に伴

う除却等によるものであります。

※５．固定資産処分損

店舗統廃合に伴う除却等によるもので

あります。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※６．減損損失

当社は当中間会計期間において、以下

の資産グループについて減損損失を計

上いたしました。

─

 

※６．減損損失

当社は当事業年度において以下の資産

グループについて減損損失を計上いた

しました。

場所 用途 種類
減損損失金額
（百万円）

神戸市
灘区

遊休資産
土地 24

建物 8

合計 32

場所 用途 種類
減損損失金額
（百万円）

神戸市
灘区

遊休資産
土地 24

建物 8

合計 32

当社は、営業用店舗につきましては店

舗毎に継続的な収支の把握を行ってい

ることから本店及び各支店をグルーピ

ングの最小単位としております。また、

賃貸用不動産及び遊休資産につきまし

ては各資産をグルーピングの最小単位

としております。上記物件につきまし

ては、店舗の統廃合を進めたことによ

り、新たに遊休状態となりましたため、

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として特別損失

に32百万円計上いたしました。なお、

遊休資産の回収可能価額につきまして

は、正味売却価額により測定しており、

路線価を基に実勢価額を加味して測定

しております。

当社は、営業用店舗につきましては店

舗毎に継続的な収支の把握を行ってい

ることから本店及び各支店をグルーピ

ングの最小単位としております。また、

賃貸用不動産及び遊休資産につきまし

ては各資産をグルーピングの最小単位

としております。上記物件につきまし

ては、店舗の統廃合を進めたことによ

り、新たに遊休状態となりましたため、

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として特別損失

に32百万円計上いたしました。なお、

遊休資産の回収可能価額につきまして

は、正味売却価額により測定しており、

路線価を基に実勢価額を加味して測定

しております。

※７．法人税、住民税及び事業税 ※７．法人税、住民税及び事業税 ※７．法人税、住民税及び事業税

法人税 489百万円

住民税 104

事業税 109

計 703

法人税 2百万円

住民税 3

事業税 0

計 6

法人税 928百万円

住民税 199

事業税 219

計 1,347
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式数
当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

  （株）  （株）  （株）  （株）

 発行済株式     

 　　普通株式 63,720 0 0 63,720

合計 63,720 0 0 63,720

 自己株式     

 　　普通株式 0 0 0 0

合計 0 0 0 0

２．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 382 (注）6,000 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(注）１株当たり配当額は普通配当5,000円、株式上場記念配当1,000円であります。

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

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

（平成17年９月30日現在）　　　　　百万円 （平成18年９月30日現在）　　　　　百万円 （平成18年３月31日現在）　　　　　百万円

現金・預金勘定 706

預託金勘定 12,981

預入期間が３ヶ月を超える預金・

預託金
△149

顧客分別金信託 △10,438

現金及び現金同等物 3,099

現金・預金勘定 566

預託金勘定 8,388

預入期間が３ヶ月を超える預金・

預託金
△250

顧客分別金信託 △6,586

現金及び現金同等物 2,117

現金・預金勘定 514

預託金勘定 12,276

預入期間が３ヶ月を超える預金・

預託金
△239

顧客分別金信託 △7,777

現金及び現金同等物 4,775

（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

に係る注記

（借主側）

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

に係る注記

（借主側）

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

に係る注記

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

器具・備品 百万円

取得価額相当額 47  

減価償却累計額相当額 18  

中間期末残高相当額 29  

器具・備品 百万円

取得価額相当額 60  

減価償却累計額相当額 21  

中間期末残高相当額 38  

器具・備品 百万円

取得価額相当額 55  

減価償却累計額相当額 20  

期末残高相当額 34  

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

 百万円

１年内 8  

１年超 21  

合計 29  

 百万円

１年内 11  

１年超 27  

合計 39  

 百万円

１年内 10  

１年超 25  

合計 35  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

 百万円

支払リース料 4  

減価償却費相当額 4  

支払利息相当額 0  

 百万円

支払リース料 5  

減価償却費相当額 5  

支払利息相当額 0  

 百万円

支払リース料 9  

減価償却費相当額 9  

支払利息相当額 0  

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

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　左

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については利息法によってお

ります。

５．利息相当額の算定方法

同　　左

５．利息相当額の算定方法

同　　左
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（有価証券及びデリバティブ取引の状況）

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

１．トレーディングに係るもの

売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．トレーディングに係るもの以外

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(3）その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 3 7 3

合計 3 7 3

(4）時価評価されていない有価証券

①　満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

②　子会社株式及び関連会社株式

　該当事項はありません。

③　その他有価証券

内容 中間貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 324

(5）デリバティブ取引の時価等に関する事項

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。
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当中間会計期間末（平成18年９月30日）

１．トレーディングに係るもの

売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．トレーディングに係るもの以外

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(3）その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 3 7 4

合計 3 7 4

(4）時価評価されていない有価証券

①　満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

②　子会社株式及び関連会社株式

　該当事項はありません。

③　その他有価証券

内容 中間貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 324

(5）デリバティブ取引の時価等に関する事項

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。
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前事業年度末（平成18年３月31日）

１．トレーディングに係るもの

売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．トレーディングに係るもの以外

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(3）その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 3 10 7

合計 3 10 7

(4）当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額

（百万円）

売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

0  0  ―

(5）時価評価されていない有価証券

①　満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

②　子会社株式及び関連会社株式

　該当事項はありません。

③　その他有価証券

内容 貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 324

(6）デリバティブ取引の時価等に関する事項

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いており

ます。

（ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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 109,547円98銭

１株当たり中間純利

益金額
12,234円35銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、新株予約権残高はあ

りますが、当社株式は非上場であり、

期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。

平成17年８月１日に普通株式100株を

１株に併合いたしました。

なお、当該株式併合が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりとな

ります。

前事業年度

１株当たり純資産額 104,791円96銭

１株当たり当期純利益

金額
29,653円57銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
―円

１株当たり純資産額 214,381円92銭

１株当たり中間純利

益金額
2,390円39銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

 2,319円30銭

１株当たり純資産額 218,015円72銭

１株当たり当期純利

益金額
29,627円32銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

28,617円49銭

平成17年８月１日に普通株式100株を

１株に併合いたしました。

なお、当該株式併合が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報に

ついては、それぞれ以下のとおりとな

ります。

前事業年度

１株当たり純資産額 104,791円96銭

１株当たり当期純利益

金額
29,653円57銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
―円

　平成17年８月１日に普通株式100株を１株に併合いたしましたので、１株当たりの数値につきましては期初に遡及

して表示しております。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前中間会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間（当期）純利益 （百万円） 571 152 1,421

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ― ― ―

（うち利益処分による役員賞与金） (―) (―) (―)

普通株式に係る中間（当期）

純利益
（百万円） 571 152 1,421

期中平均株式数 （株） 46,720 63,720 47,978

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額
（百万円）    

中間（当期）純利益調整額 （百万円） ― ― ―

普通株式増加数  （株） ― 1,953 1,693

（うち新株予約権）   (―) (1,953) (1,693)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

―  ― ―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（新株予約権の発行）

　平成17年９月26日開催の臨時株主総

会で決議した商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づくストックオ

プションとしての新株予約権の発行に

ついて、平成17年12月28日開催の当社

取締役会において発行内容を決議し、

下記のとおり発行いたしました。

─

 

 ─

 

１．新株予約権の発行日

平成17年12月29日

 

 

 

 

２．新株予約権の発行数

263個

 

 

 

 

３．新株予約権の発行価額

無償

 

 

 

 

４．新株予約権の目的となる株式の種

類及び数

普通株式263株（新株予約権１個

当たり１株）

 

 

 

 

５．新株予約権の行使に際しての払込

価額

１株当たり137,000円

 

 

 

 

６．新株予約権の行使期間

自　平成19年12月29日

至　平成24年12月28日

 

 

 

 

 

７．新株予約権の割当を受けた者及び

数

取締役、従業員合計　５名

 

 

 

 

８．新株予約権の行使の条件

①　各新株予約権の一部行使はでき

ないものとする。

 

 

 

 

②　新株予約権は、発行時に割当を

受けた新株予約権者及びその者

から相続によって新株予約権を

取得した者において、これを行

使することを要する。

  

③　新株予約権は、当社の取締役、

監査役、顧問、嘱託社員、従業

員の地位にある者において行う

ことを要する。ただし、取締役

会で承認された者及び権利承継

者についてはこの限りでない。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

９．新株予約権の譲渡に関する事項

取締役会の承認を要する。

（注）新株予約権発行後、当社が株式

の分割又は併合を行う場合、行

使価額は分割又は併合の比率に

応じ次の算式により調整するも

のとし、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げる。

─

 

 

 ─

 

 

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率
 

また、当社がこの行使価額を下

回る払込金額で新株式の発行

（新株予約権の行使により新株

式を発行する場合を除く。）を

行うときは、次の算式により調

整するものとし、調整により生

じる１円未満の端数は切り上げ

る。

  

調整後行使

価額
＝

既発行株式数×調整前行使価額＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新規発行株式数
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平成 19 年 3 月期 中間決算概況資料 

1．受入手数料 

（1）科目別内訳 （単位：百万円） 

 

前年中間期 当中間期 
前年中間期比

（％） 
前 期 

委託手数料 1,691 998 59.0 3,966

（株 券） （1,687） （ 988） （ 58.6） （ 3,952）

（債 券） （  1） （  0） （  43.7） （   4）

（その他） （  2） （  9） （ 422.4） （   9）

引受け・売出し手数料 233 4 2.1 435

（株 券） （  233） （  4） （  2.1） （  435）

（債 券） （  －）  （  －） （   －） （   －）

募集・売出しの取扱手数料 47 84 178.9 220

その他の受入手数料 45 38 84.5 74

合計 2,016 1,125 55.8 4,698

 

（2）商品別内訳 （単位：百万円） 

 
前年中間期 当中間期 

前年中間期比

（％） 
前 期 

株券 1,948 1,009 51.8 4,547

債券 1 1 123.8 4

受益証券 66 114 170.7 145

その他 － － － －

合計 2,016 1,125 55.8 4,698

 

2．トレーディング損益 

（単位：百万円） 

 

前年中間期 当中間期 
前年中間期比

（％） 
前 期 

株券等 43 3 7.0 47

債券等 506 446 88.1 981

（債 券） （ 506） （ 446） （ 88.1） （  981）

（その他） （  －） （  －） （  －） （   －）

合計 550 449 81.7 1,028
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3．株式売買高（先物取引を除く） 

 （単位：千株、百万円） 

 
前年中間期 当中間期 

前年中間期比

（％） 
前 期 

 株数 金額 株数 金額 株数 金額 株数 金額 

合計 459,765 273,619 127,078 170,432 27.6 62.3 780,184 657,448

（委託） (459,729) (270,551) (127,072) (167,651) (27.6) (62.0) (780,119) (652,141)

（自己） (36) (3,067) (6) (2,781) (14.9) (90.7) (65) (5,306)

委託比率（％） 99.9 98.9 99.9 98.4 99.9 99.2

東証シェア（％） 0.06 0.04 0.02 0.02 0.05 0.04

1 株 当 た り 

委託手数料 
3 円 66 銭 7 円 70 銭 

 

5 円 5 銭 

 

 

 

4．引受・募集・売出の取扱高 

 （単位：千株、百万円） 

 
前年中間期 当中間期 

前年中間期

比（％） 
前 期 

株券 （株数） 115 0 0.3 247

〃 （金額） 4,006 122 3.1 7,408

債券 （額面金額） － － － －
引受高 

コマーシャルペ

ーパー及び外国

証書等 

（額面金額） － － － －

株券 （株数） 116 32 27.1 311

〃 （金額） 3,883 253 6.5 11,095

債券 （額面金額） 12,391 9,587 77.4 23,665

受益証券 （額面金額） 2,054 2,895 141.0 4,056
※募集・売出

の取扱高 
コマーシャルペ

ーパー及び外国

証書等 

（額面金額） － － － －

※印は売出高及び私募の取扱高を含んでおります。 
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5．自己資本規制比率 

 （単位：百万円） 

 前年中間期末 当中間期末 前期末 

基本的項目 資本合計 (Ａ) 5,115 13,657 13,505

補完的項目 評価差額金(評価益)等  2 2 4

 証券取引責任準備金等  69 62 62

 一般貸倒引当金  4 6 5

 計 (Ｂ) 77 71 72

控除資産  (Ｃ) 766 1,094 973

固定化されていない自己資本(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) (Ｄ) 4,426 12,634 12,604

リスク相当額 市場リスク相当額 0 0 1

 取引先リスク相当額 301 447 325

 基礎的リスク相当額 868 853 894

 計 (Ｅ) 1,170 1,301 1,220

自己資本規制比率   (Ｄ)／(Ｅ)×100(％) 378.1 970.5 1,032.3

  

 

6．役職員数 

                              （単位：人） 

 前年中間期末 当中間期末 前期末 

役員 9 9 9

従業員 198 220 195
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損益計算書の四半期推移 

（単位：百万円） 

期別 

 

科目 

前年度第3四半期

（17.10.1 

17.12.31） 

前年度第4四半期

（18.1.1 

18.3.31） 

当第 1四半期 

（18.4.1 

18.6.30） 

当第 2 四半期

（18.7.1 

18.9.30）

営業収益 1,828 1,578 1,043 906 

受入手数料 1,499 1,182 668 457 

トレーディング損益 215 262 203 245 

金融収益 61 58 113 85 

その他の営業収益 51 75 56 117 

金融費用 22 18 14 22 

純営業収益 1,805 1,560 1,028 883 

販売費・一般管理費 891 854 874 735 

取引関係費 99 89 92 75 

人件費 607 533 489 454 

不動産関係費 80 100 152 111 

事務費 55 60 63 62 

減価償却費 14 18 9 12 

租税公課 10 25 33 △4 

その他 22 27 33 23 

営業損益 914 705 154 147 

営業外収益 1 1 1 2 

営業外費用 12 75 0 0 

経常損益 903 631 155 148 

特別利益 △1 0 0 － 

特別損失 19 △8 33 0 

税引前当期純損益 882 640 121 148 

法人税、住民税及び事業税 337 306 10 △3 

法人税等調整額 73 △44 43 67 

当期純損益 472 377 67 84 

 （注）平成 17 年第 1四半期及び第 2四半期の決算は行っていないため記載しておりません。 

 

 

 

 




