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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 2,417  (△12.8) 2,303 (△14.3) △328 (　　－) △274 (　　－)
17年9月中間期 2,771  (△21.0) 2,687 (△21.6) 61 (△88.7) 76 (△85.9)

18年3月期 7,365 7,191 1,310 1,320

中間(当期)純利益
又は純損失（△）

１株当たり中間(当期)
純利益又は純損失（△）

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 △301 (　－) △15 09 － －
17年9月中間期 △77 (　－) △3 87 － －

18年3月期 520 23 24 23 23

（注）①持分法投資損益 18年9月中間期 －百万円 17年9月中間期 －百万円 18年3月期 －百万円
②期中平均株式数 18年9月中間期 20,006,582株 17年9月中間期 19,985,360株 18年3月期 19,996,011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、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 30,618 8,240 26.9 411 91 330.2
17年9月中間期 30,139 8,187 27.2 409 25 372.2

18年3月期 39,326 8,826 22.4 438 36 337.8

（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 20,005,800株 17年9月中間期 20,006,800株 18年3月期 20,006,600株
②期末自己株式数 18年9月中間期 7,242株 17年9月中間期 6,242株 18年3月期 6,442株

(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 5 △175 △699 4,088
 17年9月中間期 95 △5 △198 4,024

 18年3月期 △153 △21 1,001 4,958

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ってまいります。

３．配当状況

・現金配当  

 中間     期末  年間

18年３月期  －  10.00  10.00

19年３月期（実績）  　－     　－  
 未定 

19年３月期（予想）  －        未定    

（注）18年３月期配当金の内訳　普通配当10.00円

 

－ 1 －



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。

 

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、その実現へ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。

３　投資単位の引下げに関する考え方および方針等

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基盤を強化し、収益構造の多様化と預り資産の飛躍的拡大を目指し、

地域に密着し地元から支持される会社を念頭に置き、営業活動に取り組んでまいります。具体的には、お客様の金融

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、情報戦略、資金戦略）の見直しに

着手する等、「中期経営計画」を目標に取り組んでおります。また、法人本部の新設等組織の強化を図るとともに、

コスト構造の改善に取り組み、安定的な収益の確保に努めることにより企業価値の向上を目指してまいります。

 

６　対処すべき課題

銀行の窓販、郵便局の規制緩和や証券代理店制度等、業態間の垣根が低くなった今、金融商品取引法による利用者

保護ルールの徹底、異業種からの証券業へ参入等、業界の構造変化や制度改革、規制緩和への対応が必要であり、一

方団塊世代の退職、証券仲介業やインターネット取引による更なる投資家の拡大が考えられる今、お客様一人ひとり

のライフスタイルに合った貯蓄や投資に対応し、適切な投資勧誘の徹底や、コンプライアンス重視の営業に取り組ん

でまいります。

対面営業では、地元地域に役に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ってまいります。

法人業務では、地元企業や東京、大阪のＩＰＯ，ＰＯ支援等によって、特に地元企業や特徴のあるベンチャー企業

との連携を強化し投資家と企業を結ぶパイプ役として資本市場に貢献してまいります。

通信取引においては、取引件数やボリュームに対応できるシステム改善や、スピードアップを図り利便性、信頼性

を確保することが重要であると認識し、現在開発に取り組んでおります。

地元から、信頼される証券会社としての地位を一層強固なものにするため、人材を育成し、新たな店舗展開も検討

していきたいと考えております。また、全社的な費用の見直しや内部管理体制の強化に努め、強固な経営体制を構築

することが重要であると認識しております。
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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、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しております。

　法令違反行為の再発防止およ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設置し、本部

内には内部管理部、検査部、業務管理部、法務部を置いています。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監査を実施し、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まい

ります。

また、当社では監査役制度を採用しており、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、およ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４名のうち３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

　　　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

当中間会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高止まりや素材価格の高騰など不安要因はあったものの、堅調

な企業業績を背景に活発な設備投資が継続し、雇用環境の改善により個人消費も伸長するなど、景気は緩やかながら

も拡大基調を持続しました。

　株式市場は、期初企業業績の拡大期待の高まりなどを背景に堅調な展開となり、日経平均株価は４月７日に17,563

円の高値を付けましたが、５月中旬以降は欧米および新興国市場の株価下落を受け不安定な相場展開が続き、６月13

日には14,218円の年初来安値を付けました。６月下旬からは日本企業の力強い業績拡大が再認識されたことや、米国

を中心に海外市場が落ち着いたこともあり、９月末には16,127円まで反発いたしました。

　当中間期の東証一部一日平均売買代金は前年同期比59％増の２兆4,881億円となりました。その一方で、個人投資家

が多い新興市場は、日経ジャスダック平均が４月10日の高値2,720ポイントから９月末には約19％下落の2,197ポイン

ト、東証マザーズ指数が４月13日の高値1,959ポイントから９月末には約38％下落の1,214ポイントで取引を終えるな

ど、終始軟調に推移しました。

　このような状況のもと、当社におきましては、お客様のニーズに応えるべく営業活動に取り組んでまいりましたが、

当中間期の業績の概要は次のとおりとなりました。

①　受入手数料

受入手数料の合計は、15億96百万円（前年同期比10.3％減）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、株式市場が期初には堅調であったものの６月には日経平均株価が年初来安値を付けたことな

どにより、当社の委託売買高は3,503億円（前年同期比10.6％減）、委託売買株数は398百万株（前年同期比50.3％

減）となったことから、11億63百万円（前年同期比26.1％減）となりました。この結果、債券、受益証券を含めた

委託手数料の合計は11億68百万円（前年同期比26.1％減）となりました。

　・引受・売出し手数料

　　引受・売出し手数料は、32百万円（前年同期比86.3％増）となりました。

・募集・売出しの取扱手数料

募集・売出しの取扱手数料は、外貨建債券の取扱い増加により３億11百万円（前年同期比166.7％増）となりまし

た。

　・その他の受入手数料

　　その他の受入手数料は、外国投信信託報酬の増加により83百万円（前年同期比26.8％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、６億７百万円（前年同期比28.1％減）となりました。商品の種類別内訳では、株券等トレー

ディング損益は５億11百万円（前年同期比27.0％減）となりました。債券等トレーディング損益は95百万円（前年

同期比33.5％減）となりました。

 

③　金融収支

金融収支は、平成18年１月に信用取引金利を引き上げたこと等により98百万円（前年同期比60.4％増）となりまし

た。

④　販売費および一般管理費

販売費および一般管理費は、トレーディング収益の減少に伴い人件費が減少する一方、新システム立上げによる不

動産関係費の増加により26億31百万円（前年同期比0.2％増）となりました。

⑤　特別損益

特別利益は、貸倒引当金戻入23百万円を計上しました。特別損失では、証券取引責任準備金の繰入36百万円および

役員退職慰労金10百万円を計上しました。

 

     以上の結果、当社の営業収益は24億17百万円（前年同期比12.8％減）、経常損失は２億74百万円（前年同期は76百

　 万円の経常利益）、中間純損失は３億１百万円（前年同期は77百万円の中間純損失）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

　当社の資金の財源は、資本金を含む自己資金と保有有価証券の担保差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式会社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。

　当中間期末の総資産は、信用取引資産の増加12億64百万円の増加、投資その他の資産の増加２億35百万円、預託

金の減少10億７百万円等により、前年同期比４億78百万円増加し、306億18百万円（前年同期比1.6％増）となりま

した。総負債は、信用取引負債、受入保証金の減少13億42百万円、預り金３億64百万円、有価証券担保借入金７億

34百万円、短期借入金７億円の増加により前年同期比より４億25百万円増加し、223億77百万円（前年同期比1.9％

増）となりました。

純資産合計は、52百万円増加し、82億40百万円（前年同期比0.6％増）となりました。

また、当中間期末の自己資本規制比率は、330.2％と前年同期比42.0％低下いたしました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　現金及び現金同等物の当中間期末残高は、期首残高に比べて８億70百万円減少し、40億88百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは、５百万円の増加（前中間期は95百万円の増加）となりました。

これは主として、税引前中間純損失を２億98百万円（前中間期は72百万円の損失）を計上したほか、法人税等の支

払い５億23百万円、預り金、受入金の減少10億33百万円が生じた一方で、預託金、立替金の減少19億99百万円、有

価証券担保借入金の増加７億34百万円が生じたことによるものでります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間期の投資活動によるキャッシュ・フローは、１億75百万円の減少（前中間期は、５百万円の減少）となり

ました。これは主として、有形固定資産の取得による支出42百万円、無形固定資産の取得による支出25百万円、投

資有価証券の取得による支出１億16百万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）

　当中間期の財務活動によるキャッシュ・フローは、６億99百万円の減少（前中間期は、１億98百万円の減少）と

なりました。これは主として、短期借入金の返済による支出５億円、配当金の支払いによる支出１億99百万円によ

るものであります。

(3）事業等のリスク

　  当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。なお、こ

　こに記載する項目については、当社が現状で認識しているものに限られており、その全てが網羅されている訳では

　ありません。当社では、リスク発生の可能性を認識し、発生の回避および発生した場合の影響を最小限とすべく、

　その対応に努めてまいります。

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。当中間期営業収益24億17百万円に占める株式の委託手数料およびディーリン

グ益の合計は16億75百万円とその69.3％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５

億11百万円であり、前年同期比27.0％の減少となっております。

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・諸規則等の規制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。

－ 5 －



④　システム関連について

当社または当社の業務委託先が業務上使用するコンピューターシステムや回線に、重大な不具合、外部からの

不正アクセス、災害等による障害が発生した場合、障害規模によっては当社業務に支障をきたし、経営成績およ

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　個人情報の漏洩について

情報セキュリティに対する社会的関心が高まる中、当社も社内規程等を制定整備し、その管理には万全を図っ

ておりますが、万一、顧客情報等が流出した場合、賠償金の発生や社会的信用が失墜することなどにより、当社

の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。　

 

－ 6 －



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（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 増減(千円) 金額（千円） 構成比

（％）

（資産の部）         

流動資産         

現金・預金 ※２ 4,024,551  4,088,496  63,944 4,958,859  

預託金  5,184,210  4,177,159  △1,007,051 6,034,886  

顧客分別金信託  5,093,420  4,086,369  △1,007,051 5,944,096  

その他の預託金  90,790  90,790  － 90,790  

トレーディング商品  142,220  4,340  △137,880 994  

商品有価証券等 ※２ 142,220  4,340  △137,880 994  

約定見返勘定  －  20,510  20,510 35,578  

信用取引資産  16,569,784  17,833,865  1,264,080 23,724,137  

信用取引貸付金  15,450,360  17,573,638  2,123,278 23,374,777  

信用取引借証券担保金  1,119,424  260,226  △859,198 349,360  

立替金  72,173  81,095  8,922 222,777  

短期差入保証金  67,122  102,000  34,878 106,362  

短期貸付金  14,451  5,653  △8,798 10,412  

その他  295,491  320,609  25,117 361,063  

貸倒引当金  △28,133  △19,254  8,879 △42,620  

流動資産合計  26,341,872 87.4 26,614,475 86.9 272,603 35,412,452 90.0

固定資産         

有形固定資産 ※1,2 2,079,958  2,069,885  △10,073 2,062,241  

土地  1,583,333  1,583,333  － 1,583,333  

その他  496,624  486,551  △10,073 478,907  

無形固定資産  132,071  112,978  △19,093 110,981  

投資その他の資産  1,585,849  1,821,008  235,159 1,741,292  

投資有価証券 ※２ 1,157,397  1,288,520  131,123 1,217,512  

出資金  2,020  2,020  － 2,020  

従業員長期貸付金  80,974  69,258  △11,716 76,246  

長期差入保証金  252,738  361,436  108,698 345,225  

長期前払費用  2,234  2,317  83 2,893  

その他  202,510  209,010  6,500 209,010  

貸倒引当金  △112,024  △111,554  469 △111,616  

固定資産合計  3,797,879 12.6 4,003,871 13.1 205,992 3,914,514 10.0

資産合計  30,139,751 100.0 30,618,347 100.0 478,595 39,326,966 100.0
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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（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 増減(千円) 金額（千円） 構成比

（％）

（負債の部）         

流動負債         

トレーディング商品  －  4,340  4,340 －  

約定見返勘定  80,950  －  △80,950 －  

信用取引負債  12,521,006  11,991,057  △529,949 18,672,819  

信用取引借入金 ※２ 10,548,252  11,252,017  703,764 17,835,277  

信用取引貸証券受入金  1,972,754  739,040  △1,233,714 837,541  

有価証券担保借入金  －  734,962  734,962 －  

預り金  2,669,817  3,034,311  364,494 2,770,150  

受入保証金  3,898,468  3,085,468  △812,999 4,382,817  

短期借入金 ※２ 950,000  1,650,000  700,000 2,150,000  

未払法人税等  12,390  10,818  △1,571 540,222  

賞与引当金  75,550  73,752  △1,797 90,699  

その他  281,421  268,138  △13,283 386,665  

流動負債合計  20,489,604 68.0 20,852,848 68.1 363,244 28,993,374 73.7

固定負債         

長期借入金 ※３ 1,000,000  1,000,000  － 1,000,000  

繰延税金負債  35,315  44,263  8,948 62,710  

退職給付引当金  155,056  126,854  △28,201 126,191  

その他  47,000  40,000  △7,000 41,000  

固定負債合計  1,237,371 4.1 1,211,118 4.0 △26,253 1,229,901 3.2

特別法上の準備金         

証券取引責任準備金 ※４ 224,936  313,696  88,760 277,678  

特別法上の準備金合計  224,936 0.7 313,696 1.0 88,760 277,678 0.7

負債合計  21,951,911 72.8 22,377,663 73.1 425,751 30,500,954 77.6

（資本の部）         

資本金  3,251,856 10.8 － － － 3,251,856 8.3

資本剰余金  1,204,043 4.0 － － － 1,204,043 3.0

資本準備金  1,204,043  －  － 1,204,043  

利益剰余金  3,682,743 12.2 － － － 4,280,869 10.9

利益準備金  503,860  －  － 503,860  

任意積立金  3,215,113  －  － 3,215,113  

中間（当期）未処分利益
又は未処理損失（△）  △36,230  －  － 561,895  

その他有価証券評価差額金  51,775 0.2 － － － 91,939 0.2

自己株式  △2,578 △0.0 － － － △2,696 △0.0

資本合計  8,187,839 27.2 － － － 8,826,011 22.4

負債・資本合計  30,139,751 100.0 － － － 39,326,966 100.0
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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（千円） 構成比

（％） 金額（千円） 構成比
（％） 増減(千円) 金額（千円） 構成比

（％）

(純資産の部)         

株主資本         

　資本金  － － 3,251,856 10.6 － － －

　資本剰余金         

　資本準備金  －  1,204,043  － －  

　　資本剰余金計  － － 1,204,043 3.9 － － －

　利益剰余金         

　利益準備金  －  503,860  － －  

　その他利益剰余金  －  3,218,984   －  

　　任意積立金  －  3,507,343  － －  

　　繰越利益剰余金  －  △288,359  － －  

　　　利益剰余金計  － － 3,722,844 12.2 － － －

　自己株式  － － △2,954 △0.0 － － －

　　株主資本計  － － 8,175,789 26.7 － － －

評価・換算差額等         

　その他有価証券評価差額金  －  64,894  － －  

　　評価・換算差額等計  － － 64,894 0.2 － － －

純資産合計  － － 8,240,683 26.9 － － －

負債・純資産合計  － － 30,618,347 100.0 － － －
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 増減(千円) 金額（千円）
百分比
（％）

営業収益         

受入手数料  1,781,133  1,596,847  △184,285 4,507,853  

委託手数料  1,580,688  1,168,571  △412,116 3,901,287  

引受け・売出し手数料  17,586  32,767  15,181 116,395  

募集・売出しの取扱手数料  116,915  311,865  194,949 340,509  

その他  65,943  83,643  17,699 149,660  

トレーディング損益 ※１ 844,646  607,245  △237,401 2,507,069  

金融収益  145,774  213,698  67,923 350,614  

営業収益計  2,771,555 100.0 2,417,791 100.0 △353,764 7,365,536 100.0

金融費用  84,081 3.0 114,755 4.7 30,673 174,405 2.4

純営業収益  2,687,474 97.0 2,303,036 95.3 △384,438 7,191,131 97.6

販売費・一般管理費         

取引関係費  460,842  499,709  38,867 1,010,616  

人件費  1,360,078  1,287,973  △72,104 3,215,939  

不動産関係費  257,080  294,550  37,469 481,542  

事務費  404,011  416,412  12,400 868,892  

減価償却費 ※２ 55,869  55,638  △231 116,792  

租税公課  18,770  15,288  △3,481 59,999  

貸倒引当金繰入  12,672  －  △12,672 27,150  

その他  56,233  61,731  5,498 99,403  

販売費・一般管理費計  2,625,558 94.8 2,631,303 108.9 5,745 5,880,337 79.8

営業利益  61,916 2.2 △328,267 △13.6 △390,183 1,310,793 17.8

営業外収益 ※３ 17,740 0.7 54,274 2.2 36,533 22,592 0.3

営業外費用  2,681 0.1 931 0.0 △1,750 13,280 0.2

経常利益  76,974 2.8 △274,924 △11.4 △351,899 1,320,105 17.9
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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)

 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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 増減(千円) 金額（千円）
百分比
（％）

特別利益         

投資有価証券売却益  －  －  － 55  

貸倒引当金戻入  6,230  23,427  17,196 6,630  

特別利益計  6,230 0.2 23,427 1.0 17,196 6,686 0.1

特別損失         

 　 証券取引責任準備金繰入  49,635  36,018  △13,617 102,377  

 　 証券市場基盤整備基金
　　拠出金　　

 －  －  － 58,000  

役員退職慰労金  41,106  10,600  △30,506 41,106  

過怠金  41,000  －  △41,000 41,000  

投資有価証券評価減  24,056  －  △24,056 23,999  

固定資産除却損  －  －  － 7,746  

投資有価証券売却損  －  －  － 1,196  

特別損失計  155,798 5.6 46,618 1.9 △109,180 275,426 3.7

税引前中間（当期）純利益
又は純損失（△）

 △72,592 △2.6 △298,115 △12.3 △225,522 1,051,365 14.3

法人税、住民税及び事業税  4,743 0.2 3,843 0.2 △899 530,576 7.2

法人税等調整額  －  －  － －  

中間（当期）純利益
又は純損失（△）

 △77,336 △2.8 △301,959 △12.5 △224,622 520,789 7.1

前期繰越利益  －  －  － －  

役員退職慰労積立金取崩額  41,106  －  － 41,106  

中間（当期）未処分利益
又は未処理損失（△）

 △36,230  －  － 561,895  

－ 11 －



(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）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

    株主資本   
評価・換算

差額等 
 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

純資産合計

 資本準備金 利益準備金
その他利益剰

余金（注） 
 

 平成18年３月31日残高 3,251,856 1,204,043 503,860 3,777,009 △2,696 8,734,072 91,939 8,826,011

 中間会計期間中の変動額         

 剰余金の配当    △200,066  △200,066  △200,066

 利益処分による役員賞与    △56,000  △56,000  △56,000

 中間純利益    △301,959  △301,959  △301,959

 自己株式の取得     △257 △257  △257

　株主資本以外の項目の中間

　会計期間中の変動額合計
      △27,044 △27,044

 中間会計期間中の変動額合計    △558,025 △257 △558,282 △27,044 △585,327

 平成18年９月30日残高 3,251,856 1,204,043 503,860 3,218,984 △2,954 8,175,789 64,894 8,240,683

 

 

 

  （注）その他利益剰余金の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
役員退職

慰労積立金

建物圧縮

積 立 金

特別償却

準 備 金

別　途

積立金

繰越利益

剰 余 金
合     計

 平成18年３月31日残高 172,774 104,806 1,964 2,935,569 561,895 3,777,009

 中間会計期間中の変動額       

 剰余金の配当     △200,066 △200,066

 利益処分による役員賞与     △56,000 △56,000

 別途積立金の積立    313,744 △313,744 －

 利益処分  △7,259 △654  7,914 －

 役員退職慰労積立金取崩 △10,600    10,600 －

 建物圧縮積立金取崩  △2,671   2,671 －

 特別償却準備金取崩額   △327  327 －

 中間純利益     △301,959 △301,959

 中間会計期間中の変動額合計 △10,600 △9,931 △982 313,744 △850,255 △558,025

 平成18年9月30日残高 162,174 94,874 982 3,249,313 △288,359 3,218,984

－ 12 －



(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）

前事業年度
（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） 金額（千円）

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
又は純損失（△）

 △72,592 △298,115 1,051,365

減価償却費  55,869 55,638 116,792

貸倒引当金の増加
（△減少）額

 2,841 △23,427 16,919

証券取引責任準備金
の増加（△減少）額

 49,635 36,018 102,377

退職給付引当金の増
加（△減少）額

 △23,591 663 △52,456

受取利息および受取
配当金

 △15,879 △53,122 △18,291

支払利息  16,356 32,489 37,935

有形固定資産除却損  － － 7,746

投資有価証券売却益  － － △55

投資有価証券売却損  － － 1,196

投資有価証券評価減  24,056 － 23,999

過怠金  41,000 － 41,000

貸付金の（△増加）
減少額

 △6,419 4,759 △2,379

預託金、立替金の
（△増加）減少額

 △882,141 1,999,408 △1,883,421

預り金、受入金の増
加（△減少）額

 1,519,471 △1,033,187 2,104,154

トレーディング商品
の（△増加）減少額

 △140,169 994 1,055

信用取引資産・負債
の増減額

 △139,000 △791,489 △1,141,541

有価証券担保借入金
の増加（△減少）額

 － 734,962 －

その他の資産の（△
増加）減少額

 △57,662 41,692 △292,934

その他の負債の増加
（△減少）額

 72,184 △144,351 119,052

役員賞与の支払額  △63,000 △56,000 △63,000

小計  380,957 506,932 169,514

利息および配当金の
受取額

 15,879 53,122 18,291

利息の支払額  △16,128 △31,265 △42,930

過怠金の支払額  △41,000 － △41,000

法人税等の支払額  △244,598 △523,628 △257,276

営業活動による
キャッシュ・フロー

 95,109 5,160 △153,399
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 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

 △25,401 △42,041 △48,770

無形固定資産の取得
による支出

 － △25,156 △2,520

投資有価証券の取得
による支出

 － △116,500 －

投資有価証券の売却
による収入

 － － 6,360

貸付け金による支出  － △1,200 －

貸付金の回収による
収入

 16,065 8,188 20,793

保証金の差入による
支出

 △416 △687 △6,763

差入保証金の返還に
よる収入

 4,735 1,706 9,098

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △5,017 △175,691 △21,802

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金増減額  － △500,000 1,200,000

自己株式の取得によ
る支出

 △369 △257 △487

配当金の支払額  △197,958 △199,573 △198,237

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △198,327 △699,831 1,001,274

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加（△減少）額

 △108,234 △870,362 826,072

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 4,132,786 4,958,859 4,132,786

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 4,024,551 4,088,496 4,958,859
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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

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

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

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

(1)　時価のある有価証券

　時価（中間決算日の市場価格

等）をもって中間貸借対照表価

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

する方法によっております。売

却原価については、移動平均法

により算出しております。

その他有価証券

(1)　時価のある有価証券

　時価（中間決算日の市場価格

等）をもって中間貸借対照表価

額とし、取得原価ないし償却原

価との評価差額を全部純資産直

入する方法によっております。

売却原価については、移動平均

法により算出しております。

その他有価証券

(1)　時価のある有価証券

　時価（決算日の市場価格等）

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

によっております。売却原価に

ついては、移動平均法により算

出しております。

(2)　時価のない有価証券

　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。

(2)　時価のない有価証券

同左

(2)　時価のない有価証券

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

 ──────

３　有価証券貸借取引等の会計処理方

法

──────

－ 15 －



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）

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

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

（少額減価償却資産）

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しています。

　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

(2）無形固定資産

同左

５　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。

５　引当金および準備金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

５　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中

間期負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

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。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務および年金資産に基づき、

当中間会計期間末において発生し

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

(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、当事

業年度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。

(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

(4）証券取引責任準備金

同左
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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　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。

６　リース取引の処理方法

同左

６　リース取引の処理方法

同左

７　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、当中間

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。

７　ヘッジ会計の方法

同左

７　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　中間キャッシュ・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。

８　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左

８　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

同左

９　その他中間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、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

９　その他中間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

９　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。
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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）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、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。

（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）

　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。

 

────── 

（ 貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

 　当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号）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

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は8,240,683千円であり

ます。

　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財務諸表

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。

 

 ──────
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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

※１　有形固定資産より控除した減価償却累

計額

建物 620,146千円

器具備品  232,319

計 852,465

建物      635,273千円

器具備品 245,072

計 880,346

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 ※２　担保に供している資産

投資有価証券 202,870千円

建物  336,234

土地  1,583,333

計 2,122,438

投資有価証券      221,984千円

建物       321,155

土地   1,583,333

計 2,126,472

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、短期借入金および信

用取引借入金の担保として自己融資

見返株券2,109,160千円および保管有

価証券3,210,536千円、為替予約取引

の担保として定期預金30,173千円を

差し入れております。

（注）　上記のほかに、短期借入金および信

用取引借入金の担保として自己融資

見返株券1,703,660千円および保管有

価証券4,149,139千円、為替予約取引

の担保として定期預金30,178千円を

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 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 

  

  

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 ※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。

証券取引責任準備金

証券取引法第51条

※４　　　　　　　同左 ※４　　　　　　　同左

 

 

５　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。

５　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 2,800,000千円

当中間会計期間末借入

実行残高
 －

差引額 2,800,000

特定融資枠契約の総額 2,800,000千円

当事業年度末借入実行

残高
 －

差引額 2,800,000
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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

 

株券等ト

実現損益

千円

評価損益

千円

計

千円

レーディ

ング損益

701,094 △120 700,974

債券等ト

レーディ

ング損益

143,755 △83 143,672

計 844,849 △203 844,646

 

株券等ト

実現損益

千円

評価損益

千円

計

千円

レーディ

ング損益

512,339 △606 511,733

債券等ト

レーディ

ング損益

95,511 － 95,511

計 607,851 △606 607,245

 

株券等ト

実現損益

千円

評価損益

千円

計

千円

レーディ

ング損益

2,317,971

 

－

 

2,317,971

 

債券等ト

レーディ

ング損益

189,180 △83 189,097

計 2,507,152 △83 2,507,069

※２　減価償却実施額 ※２　減価償却実施額 ※２　減価償却実施額

有形固定資産 32,657千円

無形固定資産 22,770

計 55,428

有形固定資産      32,163千円

無形固定資産 23,159

計 55,322

有形固定資産       69,490千円

無形固定資産 46,381

計 115,871

※３　営業外収益の主要項目 ※３　営業外収益の主要項目 ※３　営業外収益の主要項目

受取配当金　14,704千円 受取配当金　52,223千円 受取配当金　15,866 千円 

（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

（千株）

当中間会計期間増加株式数

（千株）

当中間会計期間減少株式数

（千株）

当中間会計期間末株式数

（千株）

 発行済株式数     

 　普通株式 20,013 － － 20,013

合計 20,013 － － 20,013

 自己株式     

 　普通株式（注） 6 0 － 7

合計 6 0 － 7

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 ２.新株予約権に関する事項

 　該当事項はありません。

 

 ３.配当に関する事項

 　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24日

定時株主総会
普通株式 200 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月26日 
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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）

※１　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中間期末残高と

中間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 4,024,551千円

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 4,024,551

「現金・預金」勘定 4,088,496千円

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  4,088,496

「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

　２　重要な非資金取引

 　

 ────

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

（リース取引関係）

 　　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しています。

－ 21 －



（有価証券およびデリバティブ取引の状況）

１　トレーディングに係るもの

前中間会計期間末　第64期　（平成17年９月30日）

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

種類 資産（千円） 負債（千円）
当中間会計期間の損益に
含まれた評価差額

（千円）

株式 2,220 － △120

債券 140,000 － －

受益証券 － － －

合計 142,220 － △120

②　デリバティブ取引

　中間期末残高がないため、該当事項はありません。

当中間会計期間末　第65期　（平成18年９月30日）

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

種類 資産（千円） 負債（千円）
当中間会計期間の損益に
含まれた評価差額

（千円）

株式 4,340 4,340 △606

債券 － － －

受益証券 － － －

合計 4,340 4,340 △606

②　デリバティブ取引

　中間期末残高がないため、該当事項はありません。

前事業年度末　第64期　（平成18年３月31日）

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

種類 資産（千円） 負債（千円）
当事業年度の損益に含ま
れた評価差額

（千円）

株式 － － －

債券 994 － －

受益証券 － － －

合計 994 － －

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

前中間会計期間末　第64期　（平成17年９月30日）

（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）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 128,192 215,282 87,090

②　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

内容 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 942,114

非上場株式 942,114

（デリバティブ取引関係）

　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。

当中間会計期間末　第65期　（平成18年９月30日）

（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）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 128,190 237,348 109,157

②　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

内容 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 1,051,171

非上場株式 951,171

その他 100,000

（デリバティブ取引関係）

　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。

前事業年度末　第64期　（平成18年３月31日）

（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）

株式 128,190 282,840 154,649

②　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
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（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。

（持分法損益等）

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）

該当事項はありません。 同左 同左
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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　　　 409.25円 １株当たり純資産額　　　 411.91円 １株当たり純資産額　　　 438.36円

１株当たり中間純損失　 　　3.87円 １株当たり中間純損失　 　 15.09円 １株当たり当期純利益　　　23.24円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、１株当たり中間

純損失であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　　　23.23円

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間（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）

損益計算書上の中間（当期）純利

益又は純損失（△）（千円）
△77,336 △301,959 520,789

普通株式に係る中間（当期）純利

益又は純損失（△）（千円）
△77,336 △301,959 464,789

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 － － 56,000

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － 56,000

普通株式の期中平均株式数

（千株）
19,985 20,006 19,996

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に用いられ

た中間（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) － － －

中間(当期)純利益調整額(千円) － － －

潜在株式調整後１株当たり中間

（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 － － 10

普通株式増加数（千株） － － 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）

該当事項はありません。 同左 同左
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平成18年９月期　中間決算資料
１．受入手数料

(1）科目別内訳 （単位：千円）

 前中間会計期間 当中間会計期間 前年中間期比 前事業年度

   ％  

委託手数料 1,580,688 1,168,571 73.9 3,901,287

（株券） (1,575,605) (1,163,847) (73.9) (3,890,286)

（債券） (1,808) (1,290) (71.4) (4,089)

（受益証券） (3,274) (3,433) (104.9) (6,911)

引受け・売出し手数料 17,586 32,767 186.3 116,395

（株券） (16,829) (32,767) (194.7) (113,095)

（債券） (757) － － (3,300)

募集・売出しの取扱手数料 116,915 311,865 266.7 340,509

（株券） (405) (1,688) (416.1) (10,509)

（債券） (5,832) (180,319) (3,091.7) (68,763)

（受益証券） (110,677) (129,857) (117.3) (261,237)

その他の受入手数料 65,943 83,643 126.8 149,660

（株券） (18,120) (17,615) (97.2) (37,874)

（債券） (72) (240) (332.8) (166)

（受益証券） (40,529) (59,667) (147.2) (93,144)

（その他） (7,220) (6,119) (84.7) (18,474)

合計 1,781,133 1,596,847 89.7 4,507,853

(2）商品別内訳 （単位：千円）

 前中間会計期間 当中間会計期間 前年中間期比 前事業年度

   ％  

株券 1,610,961 1,215,919 75.5 4,051,766

債券 8,470 181,851 2,147.0 76,320

受益証券 154,481 192,958 124.9 361,292

その他 7,220 6,119 84.7 18,474

合計 1,781,133 1,596,847 89.7 4,507,853

２．トレーディング損益 （単位：千円）

 前中間会計期間 当中間会計期間 前年中間期比 前事業年度

   ％  

株券等 700,974 511,733 73.0 2,317,971

債券等 143,672 95,511 66.5 189,097

合計 844,646 607,245 71.9 2,507,069
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 ３.　自己資本規制比率

   前中間会計期間末（百万円） 当中間会計期間末（百万円） 

   固定化されていない自己資本の額　　 （Ａ） 6,275 6,218

   リ  ス  ク  相  当  額　  (Ｂ) 1,686 1,883

 市場リスク相 当 額  40 28

 取引先リスク相当額  360 378

 基礎的リスク相当額  1,284 1,475

 　自 己 資 本 規 制 比 率

　 (Ａ)　/　(Ｂ)　×　１００　
％ 372.2 330.2
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　損益計算書の四半期推移
 （単位：百万円） 

科　　目

前第１四半期

自17.４.１

至17.６.30

前第２四半期

自17.７.１

至17.９.30

前第３四半期

自17.10.１

至17.12.31

前第４四半期

自18.１.１

至18.３.31

当第１四半期

自18.４.１

至18.６.30

当第２四半期

自18.７.１

至18.９.30

営業収益 1,206 1,565 2,520 2,073 1,271 1,146

　受入手数料 717 1,063 1,485 1,241 899 697

　金融収益 68 77 81 123 111 102

　トレーディング損益 419 424 953 708 260 346

金融費用 38 45 40 50 45 69

純営業収益 1,167 1,520 2,480 2,023 1,226 1,076

販売費・一般管理費 1,283 1,342 1,686 1,568 1,351 1,279

　取引関係費 226 234 256 293 251 248

　人件費 661 698 993 862 679 608

　不動産関係費 128 128 117 106 139 154

　事務費 190 213 235 229 216 199

　減価償却費 27 28 31 29 26 28

　租税公課 9 9 13 27 7 7

　その他 39 29 37 20 30 31

営業利益 △116 177 794 454 △125 △202

営業外収益 14 2 1 3 50 3

営業外費用 1 1 2 8 0 0

経常利益 △102 179 793 449 △75 △199

特別利益 4 1 － 0 21 1

特別損失 61 93 33 86 29 17

税引前四半期純利益 △159 86 760 363 △82 △215

法人税等 2 1 311 214 1 1

法人税等調整額 － － － － － －

四半期純利益 △162 85 449 148 △84 △217
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