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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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 8,396 (△7.7) 8,156 (△7.9) 1,056 (△50.3)
17年９月中間期 9,098 (5.8) 8,855 (5.5) 2,123 (7.7)

18年３月期 25,087 24,610 8,451

経常利益 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 ％ 百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 1,316 (△44.5) 846 (△41.7) 17 34 17 19
17年９月中間期 2,372 (10.5) 1,451 (△42.3) 33 71 －  

18年３月期 8,783 4,925  111 51 109 12

（注）①持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△）
 18年９月中間期 △58百万円 17年９月中間期 153百万円 18年３月期   481 百万円

②期中平均株式数 18年９月中間期48,822,896株 17年９月中間期 43,048,215株 18年３月期 43,631,358株
　期中平均株式数は自己株式数控除後のものです。
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、中間純利益におけるパーセント表示は、対前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 127,120 54,524 42.8 1,132 07 477.4
17年９月中間期 120,219 44,491 37.0 1,033 55 466.6

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

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 48,844,526株 17年９月中間期 43,047,505株 18年３月期 48,780,804株
②期末自己株式数 18年９月中間期  681,123株 17年９月中間期 1,478,144株 18年３月期  744,845株
期末発行済株式数は自己株式数控除後のものです。

(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 2,045 △3,262 △1,066 10,070
17年９月中間期 6,073 △1,043 △538 11,311

18年３月期 △6,857 594 11,798 12,354

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）
　証券業を業務としている当社の業績は、株式市況等による業績変動幅が大きいため、業績予想は開示しておりません。

３．配当状況

現金配当  1株当たり配当金(円)

中間期末 期末 年間

18年3月期  － 35.00 35.00

19年3月期（実績） 10.00  未定 未定

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

平成19年3月期 中間期末配当金10.00円は普通配当であります。 
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１．企業集団の状況

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

用の両面で幅広いサービスを提供しております。主たる業務は次のとおりであります。

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

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

券の売買等の委託の媒介、取次ぎおよび代理

 ・有価証券の引受および売出し　

 ・有価証券の募集および売出しの取扱い

 ・有価証券の私募の取扱い

 ・証券業に付随する業務  　

 また当社グループは、非連結子会社6社及び関連会社3社から構成されております。各子会社の事業は次のとおりであ

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

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

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

へ情報を配信しております。アイザワ・ベンチャー1号投資事業有限責任組合、同2号投資事業有限責任組合は未公開企

業へ投資をする投資事業有限責任組合であります。

 Aizawa Asset Management(c.i)Ltd.は平成18年4月にケイマン諸島に設立した投資信託の管理会社であります。 

 また、各関連会社の事業は、以下のとおりであります。投資業を営むJapan Asia Holdings Ltdの子会社であるJapan 

Asia Securities Ltdと有価証券の売買の委託を行っております。平成18年4月にシンガポール証券取引所に上場してお

ります投資業を営むJapan Land Limitedの株式を追加取得し、関連会社としております。JPBM證券株式会社は平成18年

4月26日に証券業の登録を受け、証券業務を行っております。
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 （投資・金融サービス業） 

顧
客 

(

対
面
・
通
信
取
引) 

J a pa n  Asia  Secu r it ies  Lim it ed． 

(注 )1          （香港）  

（証券業） 

発行体（主に新規公開会社） 

委託者（投信委託会社）  

証 券 取 引 所 

非連結子会社  
サン・アイ・エクセレント  
株式会社  

(不動産業) 

有価証券の売買の委託  

有価証券の売買注文等  

約定連絡・情報提供  

募集・売出  

発注・約定  

設定･解約  

株式の引受  

不動産の賃貸  

藍 

澤 

證 

券 

株 

式 

会 

社 

（
証
券
業
） 

J a pa n  La n d  Lim it ed  

関連会社 

J P BM 證券株式会社 

関連会社 

非連結子会社  
ｱｲｻﾞﾜ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ株式会社  

非連結子会社  
上海藍澤投資諮詢有限公司  

非連結子会社  
ｱｲｻﾞﾜ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ１号  
投資事業有限責任組合  

非連結子会社  
ｱｲｻﾞﾜ･ﾍﾞﾝﾁｬｰ 2 号  
投資事業有限責任組合  

非連結子会社  
Aiza wa  Asse t  Ma n a gem en t  

      （c.i.）Lt d  

（投資事業） 

（証券業） 

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

１．会社の経営の基本方針

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

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

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

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

所存であります。

２．利益配分に関する基本方針

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

に努めるとともに安定的かつ高水準の利益還元を継続的に行うことにあります。

　この方針に基づき、前期株主総会において中間配当を可能とするよう定款を変更いたしております。今期業績も堅

調に推移していることより、当中間期の配当は1株当り10円といたします。一方、当社は役職員の業績向上に対する

意欲や士気を一層高め、株主の利益に資することを目的としてストックオプション制度を導入しております。

 

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針

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

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

決議を行いました。

 

４．目標とする経営指標

①　預り資産を15,000億円以上とする

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

③　1株あたりの利益水準で業界トップグループを目指す

④　格付け取得においてA格以上を目指す

 

５． 中長期的な会社の経営戦略

　＜当社が中長期的に取組むべき課題＞

(1）収益基盤の確立 

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

という多方面からのアプローチにより提供し続けてまいります。

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

充実を図り、「アイザワ」ブランドの構築に努めます。

(2）収益源の多様化 

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

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

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

(3）他社との差別化

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

（中国（香港・深圳を含む）、韓国、台湾、東南アジア諸国等）をお客様に提供し、投資信託については他社と異

なる特色を有する商品を提供することにさらに注力してまいります。

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

発・提供してまいります。

(4）店舗政策

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

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

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

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

お客様を獲得してまいります。
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＜計画大綱＞

①　収益基盤の確立

  ・　預り資産の拡大

  ・　通信取引顧客の拡大

  ・　投信残高の積上げ

②　収益源の多様化

  ・　金融収支の拡大

　・　トレーディング収益の安定

　・　引受、投資銀行業務等フィービジネスの拡大

③　他社との差別化

  ・　アジア株式並びにアジア関連投信等の取組

　・　特色ある商品の提供

④　店舗政策 

  ・　低コスト小型店舗化、スクラップアンドビルドの推進

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

の4点を基本に据え、各部門毎の具体的推進計画を実施してまいります。

６．会社の対処すべき課題

上記(1）～(4）の戦略を達成していくためには、

(1)　社員の能力向上 

  日常の社員教育を重視しつつ、研修、人事制度等も工夫し全社員のモラル向上を図ります。

(2)　投資環境インフラを整備

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

ターネット取引環境、迅速な決済処理等のインフラ整備への投資を行ってまいります。

(3)　リスク管理・コンプライアンス体制の整備 

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

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

(4)　経費削減のための合理化

  業務フローを見直し、業務改善、合理化を行います。 

 

７．親会社等に関する事項 

当社には、親会社等はありません。　

 

８．その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績および財政状態

１．経営成績

　 当中間期のわが国経済は、原油価格の高騰、米国景気の減速懸念などの不透明感がある中で、個人消費の緩やかな

増加や企業収益の改善に支えられた設備投資の回復などにより国内景気は引き続き堅調に推移いたしました。今後は、

若干の懸念があるものの、雇用マーケットの改善を背景とする消費及び能力増強や更新が必要とされる設備投資もし

くは円安を伴う米国や中国向け輸出など好調な需要に支えられ、国内景気は緩やかな拡大を続けていくものと予想さ

れます。

  株式市場は、5月中旬以降に世界的な株価調整局面となり、6月13日には日経平均株価で14,218円60銭まで下落する

場面があり、しばらく低迷しておりましたが米国の金融政策や長期金利の低下、これを受けた米国株式市場の堅調さ、

円安が進行したことによる企業収益への増益効果期待などが好感され、9月5日に日経平均株価で16,385円96銭まで上

昇し、当中間期末の日経平均株価は16,127円58銭で終わりました。また、9月29日時点の三市場信用買い残高は3兆

9,032億円と前期末よりも1兆4,661億円の減少となっています。当中間期における東京証券取引所の一日平均売買高

（第一部、第二部、マザーズ合計）は19億15百万株（前年同期比7％減）、一日平均売買代金は2兆57百億円（同52％

増）となりました。

　投資信託につきましては、2006年9月末の投資信託の純資産額は62兆3,020億円となり、前期末を3兆8,230億円上回

りました。設定から解約・償還を差し引いた資金流出入は4兆6,468億円の流入超過となりました。純資産額の増減の

内訳は、株式投信は4兆7,978億円増加、公社債投信は8,624億円減少、ＭＭＦは1,125億円減少となっています。これ

は、株式投信の増加が投資信託全体の純資産額増に寄与したことによるものであります。

   

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

の差別化を図るべく本年度に入り、当社専用ファンドを管理する目的で、Aizawa Asset Management (c.i.) Ltd.をケ

イマン島に設立いたしました。6月に同社を管理会社とする「ベルテックス・アイザワ　ユダヤ・ハイテクファンド」

を販売したほか、9月には「フェイム-アイザワトラスト　ベトナムファンド」の募集を行いました。また、収益源の

多様化を図るため、法人部、引受部、投資銀行部門を含めた新しい事業部門拡充のための体制の整備を図り、投資銀

行第二部を新設したほか、引受業務の審査機能の強化のため引受審査部を新設いたしました。

 しかし、５月中旬以降の世界的な株価調整局面の影響により、受入手数料およびトレーディング損益は、減収を余儀

なくされ、その結果、当中間期の当社の営業収益は83億96百万円（前中間期比92.3％）、経常利益13億16百万円（前

中間期比55.5％）、中間純利益8億46百万円（前中間期比58.3％）を計上いたしました。

　

(1）受入手数料

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

ております。当中間期は、イスラエルのハイテク企業およびイスラエル関連のハイテク企業の未公開株式並びに上

場株式へ間接的に投資する「ベルテックス・アイザワ　ユダヤ・ハイテクファンド」、日本発のオープンエンド型

のベトナムファンドである「フェイム-アイザワトラスト　ベトナムファンド」等の新規募集を行い、販売実績を積

み上げました。

　店舗戦略におきましては、当社店舗戦略であるスクラップアンドビルドの方針のもと、５月に京都北山支店を移

転し、更にお客様に身近となる店舗作りを行い、富裕層の開拓に努めました。しかし、当中間期における株価調整

局面において、当社の主力顧客層である個人投資家の投資マインドが低下したこともあり回復に至らなかったため、

受入手数料は前中間期比94.5％の57億45百万円となりました。科目別の概況は以下のとおりです。 

①　委託手数料

　委託手数料は前中間期比87.5％の44億76百万円となりました。当社の株式委託売買代金は前中間期比113.7％の

1兆4,085億77百万円と増加いたしましたが、委託手数料率の低下により、株式委託手数料は前中間期比87.4％の

44億68百万円となりました。
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②　引受・売出手数料

　引受・売出手数料は、引受社数の増加により株券引受手数料を中心に、前中間期比213.7％の54百万円となりま

した。

③　募集・売出しの取扱手数料

　募集・売出しの取扱手数料は、投資信託を中心とした募集・売出しにかかわるものであります。

　当社の投資信託の募集・売出取扱高は前中間比114.3％の2,890億93百万円となり、当中間期の募集・売出し

の取扱手数料は前中間期比104.1％の6億3百万円となりました。

　

(2）トレーディング損益

  当中間期のトレーディング損益は、株券が前中間期比69.9％の13億9百万円、債券等その他が5億14百万円となり、

合計18億24百万円となりました。　

(3）金融収支

　金融収益は、信用買建玉の増加により前中間期比131.8％の8億27百万円、金融費用は前中間期比99.2％の2億40百

万円で差引収支は前中間期比152.3％の5億86百万円となりました。

(4）販売費・一般管理費

　人件費は減少したものの、取引金額の増加に伴い、取引関係費などの変動費の増加し、当中間期の販売費・一般

管理費は前中間期比105.5％の70億99百万円となりました。

(5）特別損益

　特別損失として、固定資産除却損を4百万円計上したほか、特別利益として貸倒引当金戻入4百万円を計上し、特

別損益は0百万円の利益となりました。

２．財政状態

 (1）資産、負債、資本の状況

　当中間期末の資産総額は、1,271億20百万円、負債総額は725億96百万円、株主資本は487億80百万円となりました。

内訳は以下のとおりです。　

　

① 資産

　資産合計は、前期末に比べ370億49百万円の減少となりました。株式市況の低調な売買を背景に信用取引資産の減

少257億70百万円および顧客分別金信託94億20百万円を主たる要因とするものであります。

② 負債

　負債合計は、前期末に比べ348億45百万円の減少となりました。これは信用取引資産の減少を要因とする信用取引

借入金が減少したことに伴う信用取引負債の減少234億39百万円、受入保証金の減少60億29百万円、未払法人税等の

減少33億99百万円等によるものであります。

③ 純資産

　純資産合計は、前期末に比べ22億04百万円の増加となりました。主にその他有価証券評価差額金の減少によるも

のであります。

(2）キャッシュ・フローの状況 

  当中間期のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物は22億84百万円減少し、当中間期末残高は100

億70百万円となりました。

当中間期末のキャッシュ・フローの内訳は以下のとおりであります。
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 ①　営業活動によるキャッシュ・フロー

  営業活動で得られた資金は、20億45百万円（前事業年度は68億57百万円の支出）となりました。税引前当期純利益13

億16百万円を計上し、信用取引貸付金を中心とする信用取引資産の減少が257億70百万円となったことなどによるもの

であります。

 ②　投資活動によるキャッシュ・フロー

  投資活動の結果使用した資金は32億62百万円（前事業年度は 5億94百万円の収入）となりました。

  有価証券の取得15億30百万円や関係会社株式の取得による支出が11億55百万円となったことなどによるものでありま

す。

 ③　財務活動によるキャッシュ・フロー　

  財務活動の結果使用した資金は10億66百万円（前事業年度は117億98百万円の収入）となりました。

配当金の支払い16億88百万円などによるものであります。

 

３．事業等のリスク

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

を記載しております。

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

ついては、投資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。

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

あります。

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

す。

 (1) 事業関連について

 ① 主要な事業の前提に係るリスク

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

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

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

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

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

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

とともに業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 ② 市場の縮小に伴うリスク

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

合には、当社の売買委託手数料が減少する可能性があります。

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

を及ぼす可能性があります。

 ③ 相場の急激な変動に伴うリスク

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

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

 ④ 競合によるリスク

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

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

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

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

及ぼす可能性があります。
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 ⑤ 業務範囲の拡大に伴うリスク

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

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

ツ株式会社を設立しております。

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

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

及ぼす可能性があります。

(2) 財務関連について

① 信用取引に伴うリスク

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

ります。

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

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

ますが、株式相場が急激に変動し、顧客への信用取引貸付金を十分に回収できない場合には、当社の経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

 ② 固定資産の減損に関するリスク

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

当社では平成16年３月期より同会計基準を早期適用しております。

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

は低いと判断しております。

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

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 ③ 年金債務に関するリスク

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

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

計上される債務に影響を及ぼします。

(3) 資金調達について

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

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

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

図っております。

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

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

(4) 法的規制等について

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

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

態に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 自己資本規制比率について

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

維持が求められております。

  当社の平成18年9月期末現在の当該比率は、477.4％でありますが、当該比率が120％を下回る場合には、金融庁は証券

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

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

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

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

(6) 法令遵守に関するリスクについて

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

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

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

排除することを保証するものではありません。

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

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

 このほか、非公開情報の不適切な使用・漏洩・情報受領者と共謀等の不正行為の可能性もあります。
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  これらの不正行為は、会社の使用者責任及び法的責任等を問われることもあり、場合によっては監督官庁より種々の

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

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

響を及ぼす可能性があります。

(7) 訴訟等について

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

象となる可能性があります。

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

可能性があります。

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

(8) その他

 ① システムに関するリスク

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

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

きたし、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 ② 情報セキュリティに関するリスク

  平成17年４月より個人情報保護法が施行され、情報セキュリティに関する関心が高まっております。当社では平成16

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

よび「情報セキュリティマニュアル」を制定し、情報漏洩防止体制等管理体制を強化を図ってまいりましたが、万一顧

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

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

 ③ 業務処理におけるリスク

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

等事故防止策が図られております。さらに、約定代金及び売買単位が多額になる場合には、システム的に一定の権限を

付与された者以外は入力できないシステムとなっております。しかし、万一入力項目を誤って入力し、約定が成立した

場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 ④ 人材の確保及び育成について

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

ことが重要な経営課題と捉えております。

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

あります。

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

ぼす可能性があります。

 ⑤ 業務の外部委託について

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

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

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

影響を及ぼすおそれがあります。
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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）

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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

       

（資産の部）

Ⅰ流動資産

１　現金・預金 ※２ 11,951 10,610 12,994

２　預託金 20,289 16,759 25,985

３　有価証券 3,350 930 －

４　トレーディング商品 ※２ 1,160 1,260 924

(1)商品有価証券等 1,160 1,260 924

(2)デリバティブ取引 0 － －

５　約定見返勘定 593 386 1,147

６　信用取引資産 52,024 63,440 89,210

(1)信用取引貸付金 44,345 61,959 85,884

(2)信用取引借証券担保金 7,678 1,480 3,325

７　立替金 734 1,054 908

８　繰延税金資産 295 191 563

９　その他の流動資産 6,431 3,684 3,733

貸倒引当金 △0 △1 △1

流動資産計 96,829 80.5 98,316 77.3 135,466 82.5

Ⅱ固定資産

１　有形固定資産 ※１ 5,350 5,406 5,443

２　無形固定資産 852 938 943

３　投資その他の資産 17,186 22,458 22,316

(1)投資有価証券 ※２ 14,674 17,133 18,982

(2)関係会社株式 1,169 2,637 1,242

(3)その他 1,904 3,135 2,567

貸倒引当金 △561 △447 △476

固定資産計 23,389 19.5 28,804 22.7 28,704 17.5

資産合計 120,219 100.0 127,120 100.0 164,170 100.0

（負債の部）

Ⅰ流動負債

１　信用取引負債 36,555 33,246 56,686

(1)信用取引借入金 ※２ 27,715 30,786 52,042

(2)信用取引貸証券受入金 8,840 2,460 4,643

２　預り金 14,276 9,706 10,830

３　受入保証金 12,455 10,821 16,850

４　短期借入金 ※２ 4,820 11,800 11,200

５　未払法人税等 910 110 3,509

６　賞与引当金 530 400 650

７　その他の流動負債 936 707 1,063

流動負債計 70,484 58.6 66,791 52.6 100,790 61.4

－ 11 －



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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

       

Ⅱ固定負債

１　長期借入金 ※２ 500 － －

２　繰延税金負債 3,274 3,990 4,862

３　役員退職慰労引当金 318 331 325

４　その他の固定負債 330 418 400

固定負債計 4,422 3.7 4,740 3.7 5,588 3.4

Ⅲ特別法上の準備金 ※５

１　証券取引責任準備金 819 1,063 1,063

特別法上の準備金計 819 0.7 1,063 0.8 1,063 0.6

負債合計 75,727 63.0 72,596 57.1 107,442 65.4

（資本の部）

Ⅰ資本金 5,000 4.2 － － 8,000 4.9

Ⅱ資本剰余金

１　資本準備金 4,753 － 7,863

２　その他資本剰余金 0 － 154

自己株式処分差益 0 － 154

資本剰余金合計 4,753 3.9 － － 8,017 4.9

Ⅲ利益剰余金

１　利益準備金 3,202 － 3,202

２　任意積立金 24,998 － 24,998

３　中間（当期）未処分利益 2,201 － 5,675

利益剰余金合計 30,402 25.3 － － 33,876 20.6

Ⅳその他有価証券評価差額金 4,743 3.9 － － 7,049 4.3

Ⅴ自己株式 △407 △0.3 － － △215 △0.1

資本合計 44,491 37.0 － － 56,728 34.6

負債・資本合計 120,219 100.0 － － 164,170 100.0

(純資産の部）
 
 

 
 
 
 

   

Ⅰ　株主資本       

１　資本金   8,000 6.3   

２　資本剰余金       

（1）資本準備金   7,863     

（2）その他資本剰余金 －     －  

 　自己株式処分差益 －  163   －  

 　資本剰余金合計 －  8,027 6.3 －  

３　利益剰余金       

 （1）利益準備金 －  3,202   －  

 （2）その他利益剰余金 －     －  

修繕積立金 －  3,000   －  

固定資産圧縮積立金 －  2   －  

買換資産土地圧縮積立金 －  125   －  

別途積立金 －  24,870   －  

繰越利益剰余金 －  1,755   －  

利益剰余金合計    32,955 25.9   

－ 12 －



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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

       

４　自己株式   △202 △0.2   

 株主資本合計   48,780 38.3   

Ⅱ　評価・換算差額等       

その他有価証券評価差額金   5,744 4.6   

 評価・換算差額合計 －  5,744  －  

　純資産合計 －  54,524 42.9 －  

 負債純資産合計 －  127,120 100.0 －  

－ 13 －



(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）

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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ営業収益

１　受入手数料 6,082  5,745  16,273  

(1)委託手数料 5,118 4,476 14,083

(2)引受・売出手数料 25 54 82

(3)募集・売出しの取扱手数料 579 603 1,344

(4)その他 358 610 763

２　トレーディング損益 ※１ 2,388  1,824  7,382  

３　金融収益 627  827  1,430  

営業収益計 9,098 100.0 8,396 100.0 25,087 100.0

Ⅱ金融費用 242 2.7 240 2.9 476 1.9

純営業収益 8,855 97.3 8,156 97.1 24,610 98.1

Ⅲ販売費・一般管理費 6,732 74.0 7,099 84.5 16,159 64.4

１　取引関係費 791 960 2,114

２　人件費 3,714 3,558 9,067

３　不動産関係費 551 657 1,391

４　事務費 1,028 1,147 2,198

５　減価償却費 ※２ 224 257 458

６　租税公課 111 93 225

７　その他 309 425 702

営業利益 2,123 23.3 1,056 12.6 8,451 33.7

Ⅳ営業外収益 ※３ 252 2.8 295 3.5 423 1.7

Ⅴ営業外費用 2 0.0 34 0.4 90 0.4

経常利益 2,372 26.1 1,316 15.7 8,783 35.0

Ⅵ特別利益

１　ゴルフ会員権償還益 1 － 1

２　貸倒引当金戻入 23 4 35

特別利益計 24 0.3 4 0.0 36 0.2

－ 14 －



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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅶ特別損失

１　固定資産売却損 0 － 36

２　固定資産除却損 3 4 103

３　投資有価証券売却損 － － 15

４　証券取引責任準備金繰入 15 － 259

５　ゴルフ会員権売却損 2 － 2

８　減損損失 ※４ 5 － 5

特別損失計 26 0.3 4 0.0 422 1.7

税引前中間（当期）純利益 2,370 26.1 1,316 15.7 8,397 33.5

法人税、住民税及び事業税 877 9.6 60 0.7 3,673 14.7

過年度法人税等 － － 25 0.3 － －

法人税等調整額 42 0.5 385 4.6 △200 △0.8

中間（当期）純利益 1,451 16.0 846 10.1 4,925 19.6

前期繰越利益 750 － 750

中間（当期）未処分利益 2,201 － 5,675

－ 15 －



(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

自己株
式

株主資
本合計資本準

備金

その他
資本剰
余金

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
計修繕積

立金

 固定
資産圧
縮積立
金

 買換
資産土
地圧縮
積立金

 別途
積立金

繰越利
益剰余
金

平成18年3月31日　残高

（百万円）
8,000 7,863 154 8,017 3,202 3,000 3 125

21,87

0
5,675 33.876 △215 49,679

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立 － － － － － － － － 3,000 △3,000 － － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － － － － － － △0 － － 0 － － －

剰余金の配当（百万円）

(注)
－ － － － － － － － － △1,707 △1,707 － △1,707

利益処分による役員賞与

(百万円）(注)
－ － － － － － － － － △60 △60 － △60

中間純利益（百万円） － － － － － － － － － 846 846 － 846

自己株式の取得（百万

円）
－ － － － － － － － － － － △7 △7

自己株式の処分（百万

円）
－ － 9 9 － － － － － － － 20 29

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

（百万円）

－ － － － － － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合

計

（百万円）

－ － 9 9 － － △0 － 3,000 △3,920 △920 12 △899

平成18年9月30日　残高

（百万円）
8,000 7,863 163 8,027 3,202 3,000 2 125

24,87

0
1,755 32,955 △202 48,780

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）
7,049 7,049 56,728

中間会計期間中の変動額

任意積立金の積立 － － －

任意積立金の取崩 － － －

剰余金の配当(百万円）(注) － － △1,707

利益処分による役員賞与(百

万円)(注)
－ － △60

中間純利益（百万円） － － 846

自己株式の取得（百万円） － － △7

自己株式の処分（百万円） － － 29

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

△1,304 △1,304 △1,304

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△1,304 △1,304 △2,204

平成18年9月30日　残高

（百万円）
5,744 5,744 54,524

 (注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

－ 16 －



(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） 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 2,370 1,316 8,397

減価償却費 224 257 458

貸倒引当金の減少額 △22 △28 △106

賞与引当金の増加額（減少額） 30 △250 150

退職給付引当金の減少額 △128 － △128

役員退職慰労引当金の増加額（減少額） △3 6 3

受取利息及び受取配当金 △844 △1,076 △1,777

支払利息 242 240 475

有形固定資産除却損 3 4 97

有形固定資産売却損 0 － 36

減損損失 5 － 5

ゴルフ会員権売却損 2 － －

ゴルフ会員権償還益 △1 － △1

匿名投資組合運用損 － 33 41

顧客分別金信託金の減少額（増加額） △2,821 9,420 △8,341

立替金の減少額 △214 △146 △388

短期差入保証金の増加額（減少額） △1,815 △168 1,041

前払年金費用の増加額 △10 △106 △107

トレーディング商品（資産）の減少額（増
加額）

696 △335 933

信用取引資産の減少額（増加額） 4,508 25,770 △32,677

証券取引責任準備金の増加額 15 － 259

預り金の増加額（減少額） 6,402 △1,124 2,956

信用取引負債の増加額（減少額） △3,946 △23,439 16,183

受入保証金の増加額（減少額） 2,013 △6,029 6,408

役員賞与の支払額 △31 △60 △31

その他 △695 309 △1,213

小計 5,980 4,592 △7,323

利息及び配当金の受取額 792 1,088 1,641

利息の支払額 △242 △234 △480

法人税等の支払額 △457 △3,402 △695

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,073 2,045 △6,857

－ 17 －



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） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 ー 100 ー

有価証券の取得による支出 △1,750 △1,530 △3,380

有価証券の償還による収入 1,350 600 6,330

有形固定資産の取得による支出 △68 △114 △330

有形固定資産の売却による収入 0 ー 6

無形固定資産の取得による支出 △94 △110 △316

投資有価証券の取得による支出 △453 △624 △958

関係会社株式の取得による支出 △100 △1,155 △200

その他の関係会社有価証券の取得による支
出 

－ △210 △770

投資有価証券の売却による収入 － 29 31

出資金の預入による支出 △0 － △0

関係会社への出資による支出 △14 － △14

保証金の差入による支出 △25 △39 △41

保証金の返戻による収入 15 6 23

貸付による支出 △15 △6 △20

貸付金の回収による収入 41 39 85

長期前払費用の取得による支出 ー △253 －

その他 69 6 149

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,043 △3,262 594

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △538 △1,688 △538

短期借入金の純増減額 － 600 5,880

株式発行による収入 － － 6,110

自己株式の取得による支出 △0 △7 △18

自己株式の売却による収入 － 29 364

財務活動によるキャッシュ・フロー △538 △1,066 11,798

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 4,491 △2,284 5,535

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,819 12,354 6,819

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 11,311 10,070 12,354

－ 18 －



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．資産の評価基準および評価

方法

(1）トレーディングに関する有価証

券等の評価基準および評価方法

(1）トレーディングに関する有価証

券等の評価基準および評価方法

(1）トレーディングに関する有価証

券等の評価基準および評価方法

　トレーディング商品（売買目的

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

ております。

同左 同左

(2）トレーディング関連以外の有価

証券等の評価基準および評価方法

(2）トレーディング関連以外の有価

証券等の評価基準および評価方法

(2）トレーディング関連以外の有価

証券等の評価基準および評価方法

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

ア　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、全部

資本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

ア　時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は、全部

純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

ア　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部資本

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

イ　時価のないもの

移動平均法による原価法

　投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（証券

取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）につい

ては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、持分相

当額を純額で取り込む方法に

よっております。

イ　時価のないもの

移動平均法による原価法

　　　　同左

イ　時価のないもの

移動平均法による原価法

　　　　同左

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

２．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（建物附

属設備を除く）については、定額

法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

　　　　　　同左

　

建物　　　　　２～50年

器具・備品　　２～20年

 

 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における見

込利用可能期間（５年）による定

額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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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)長期前払費用 　

  契約ごとの利用可能期間(２年～５

年)による、定額法を採用しておりま

す。 

 　　　　　　　－

 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えるため、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

　貸付金等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

率により、また、貸倒懸念債権等

については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上して

おります。

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払いに

備えるため、当社所定の計算方法

（支給見込額基準）により算出し

た額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

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。

　なお、当中間会計期間末におい

ては、10百万円を前払年金費用と

して投資その他の資産の「その

他」に含めて計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員平均の

残存勤務期間以内の一定年数（10

年）による定額法により按分した

額を、それぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

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。

　なお、当中間会計期間末におい

ては、214百万円を前払年金費用

として投資その他の資産の「その

他」に含めて計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員平均の

残存勤務期間以内の一定年数（８

年）による定額法により按分した

額を、それぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しております。

(追加情報）

　数理計算上の差異の費用処理年

数については、従業員の平均残存

勤務期間が短くなったことから、

10年から8年に変更することとい

たしました。なお、この変更に伴

う損益に与える影響は軽微であり

ます。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

計上しております。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員平均の

残存勤務期間以内の一定年数（10

年）による定額法により按分した

額を、それぞれ発生の翌事業年度

から費用処理しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員等の退職慰労金

の支出に備えるため、役員退職慰

労金規程に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員等の退職慰労金

の支出に備えるため、役員退職慰

労金規程に基づく期末要支給額を

計上しております。
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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）

(5）証券取引責任準備金

　証券事故による損失に備えるた

め証券取引法第51条の規定に基づ

き「証券会社に関する内閣府令」

第35条に定めるところにより算出

した額を計上しております。

(5）証券取引責任準備金

同左

(5）証券取引責任準備金

同左

４．外貨建資産及び負債の本邦

通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

５．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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理

の要件を充たしている場合に特例

処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段

　主に当社の内規である「資金運

用及び調達に関する事務細則」に

基づき金利変動リスクをヘッジし

ております。

　ヘッジ会計を適用したヘッジ対

象とヘッジ手段は以下のとおりで

あります。

ヘッジ対象

　借入金利

ヘッジ手段

　金利スワップ

(2）ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段

同左

(2）ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段

同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについて特例処理

の要件に該当するか否かの判定を

もって有効性の判定に代えており

ます。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

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

　手許現金及び当座預金、普通預金

等の随時引き出し可能な預金から

なっております。

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、その差額は

「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

同左

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

　なお、固定資産に係る控除対象外

消費税等は、発生事業年度の費用と

しております。
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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。なお、

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

54,524百万円であります。

 ―
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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
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

建物 2,206百万円

器具・備品 716

建物 2,184百万円

器具・備品 707

建物 2,130百万円

器具・備品 674

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

投資有価証券 8,884百万円

定期預金 2,170

計 11,054

投資有価証券 11,732百万円

定期預金 500

計 12,232

投資有価証券 14,120百万円

定期預金 500

計 14,620

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 4,680百万円

信用取引借入金 27,715

長期借入金 500

計 32,895

短期借入金 5,160百万円

信用取引借入金 30,786

計 35,946

短期借入金 5,160百万円

信用取引借入金 52,042

計 57,202

　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 1,570

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1,614

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

として投資有価証券274百万円を

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

として投資有価証券288百万円を

差入れております。

３．担保等として差入をした有価証

券の時価等（トレーディング商品

及び投資有価証券を除く）

３．担保等として差入をした有価証

券の時価等（トレーディング商品

及び投資有価証券を除く）

３．担保等として差入をした有価証

券の時価等（トレーディング商品

及び投資有価証券を除く）

信用取引貸証券 10,630百万円

信用取引借入金の

本担保証券
29,080

信用取引の自己融

資見返り株券
10,214

顧客分別金信託として信

託した有価証券
509

信用取引貸証券 2,596百万円

信用取引借入金の

本担保証券
29,206

信用取引の自己融

資見返り株券
10,473

顧客分別金信託として信

託した有価証券
510

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

信用取引の自己融

資見返り株券
17,953

顧客分別金信託として信

託した有価証券
509

４．担保等として差入を受けた有価

証券の時価等

４．担保等として差入を受けた有価

証券の時価等

４．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 6,436百万円

信用取引貸付金の

本担保証券
46,021

受入保証金等代用

有価証券
69,926

信用取引借証券 1,142百万円

信用取引貸付金の

本担保証券
57,114

受入保証金等代用

有価証券
84,150

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

受入保証金等代用

有価証券
98,638

※５．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。

※５．　　　　同左 ※５．　　　　同左

証券取引責任準備金

証券取引法第51条

証券取引責任準備金

　　　同左

証券取引責任準備金

　　　同左

６．保証債務の残高

斡旋融資連帯保証 31百万円

アイザワ・インベストメ

ンツ（株）
100

６．保証債務の残高

アイザワ・インベストメ

ンツ（株）
550百万円

６．保証債務の残高

斡旋融資連帯保証 7百万円

アイザワ・インベストメ

ンツ（株）
470
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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

実現損益 評価損益 計

百万円 百万円 百万円

株券等 1,874 △0
1,87

4

債券等 210 1 212

その他 301  － 301

合計 2,387 0
2,38

8

実現損益 評価損益 計

百万円 百万円 百万円

株券等 1,315 0
1,31

6

債券等 181 8 189

その他 317 －  317

合計 1,814 9
1,82

4

実現損益 評価損益 計

百万円 百万円 百万円

株券等 6,447 △8
6,43

9

債券等 327 △15 312

その他 631 － 631

合計 7,406 △24
7,38

2

※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 104百万円

無形固定資産 117

投資その他の資産 2

計 224

有形固定資産 124百万円

無形固定資産 120

投資その他の資産 12

計 257

有形固定資産 218百万円

無形固定資産 234

投資その他の資産 5

計 458

※３．営業外収益の内訳 ※３．営業外収益の内訳 ※３．営業外収益の内訳

受取配当金 107百万円

有価証券利息 104 

不動産賃貸料 21

その他 19

計 252

受取配当金 207百万円

有価証券利息 32 

不動産賃貸料 20

その他 35

計 295

受取配当金 152百万円

不動産賃貸料 39

有価証券利息 179

その他 51

計 423

※４．減損損失

　当社は、固定資産の減損に係る会計基

準二６．（１）に基づき当社の管理会計

制度上で定めるキャッシュ・フロー生成

単位で資産のグルーピングを行っており

ます。

　当該資産又は資産グループは、営業

店・賃貸不動産・共用資産・遊休資産で

あります。

　当中間会計期間において将来の使用計

画を中止とする意思決定が行われた資産

の帳簿価額を備忘価額まで減額し、当該

減少額を減損損失５百万円として特別損

失に計上いたしました。

　なお、該当する減損対象資産は遊休資

産であり、老朽化等による現在の資産状

況を鑑み備忘価額として評価しておりま

す。

　減損損失を認識した資産又は資産グ

ループは以下のとおりであります。

場所 用途 種類
減損損失額

（百万円）

兵庫県加古川

市
遊休資産

建物 2

土地 3

合計 5

 －

 

※４．減損損失

　当社は、固定資産の減損に係る会計基

準二６．（１）に基づき当社の管理会計

制度上で定めるキャッシュ・フロー生成

単位で資産のグルーピングを行っており

ます。

　当該資産又は資産グループは、営業

店・賃貸不動産・共用資産・遊休資産で

あります。

　当事業年度において将来の使用計画を

中止とする意思決定が行われた資産の帳

簿価額を備忘価額まで減額し、当該減少

額を減損損失５百万円として特別損失に

計上いたしました。

　なお、該当する減損対象資産は遊休資

産であり、老朽化等による現在の資産状

況を鑑み備忘価額として評価しておりま

す。

　減損損失を認識した資産又は資産グ

ループは以下のとおりであります。

場所 用途 種類
減損損失額

（百万円）

兵庫県加古川

市
遊休資産

建物 2

土地 3

合計 5
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 (中間期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    49,525

 普通株式(注)1 49,525 － －  

 合計 49,525 － － 49,525

 自己株式     

 普通株式(注)2 744 6 70 681

 合計 744 6 70 681

 (注) 1.普通株式の自己株式の増加6,278千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

 2.普通株式の自己株式の減少70千株は、ストック・オプション(自己株方式)の行使による減少であります。

 

 ２．新株予約権及び自己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

 (1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

 (百万円)

１株当りの配当額 

 (円)
基準日 効力発生日 

 平成18年6月27日

 定時株主総会
 普通株式 1,707 35.00  平成18年3月31日  平成18年6月28日

 (注)1株当り配当額は普通配当22.50円、上場記念配当金12.50円であります。

 

 (2)基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

決議  株式の種類
 配当金の総額

(百万円)
配当の原資 

1株当りの配当額

(円) 
 基準日  効力発生日

 平成18年10月27日

 取締役会
 普通株式 488  利益剰余金 10.00  平成18年9月30日  平成18年12月7日

 

 

（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記されて

いる科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の中間期末残

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

１．現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金・預金勘定 11,951百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△640

現金及び現金同等物 11,311

現金・預金勘定 10,610百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△540

現金及び現金同等物 10,070

現金・預金勘定 12,994百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△640

現金及び現金同等物 12,354
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①　リース取引

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．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額および中間期末

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および中間期末

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および期末残高

相当額

器具備品ソフトウ

エア
合計

取得価額相当額 231 42 274百万円

減価償却累計額相

当額
128 13 141

中間期末残高相当

額
103 29 133

器具備品ソフトウ

エア
合計

取得価額相当額 278 65 343百万円

減価償却累計額相

当額
124 22 146

中間期末残高相当

額
154 43 197

器具備品ソフトウ

エア
合計

取得価額相当額 327 42 370百万円

減価償却累計額相

当額
150 17 167

期末残高相当額 177 25 202

　なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 　なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

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

１年以内 49百万円

１年超 83

合計 133

１年以内 71百万円

１年超 127

合計 199

１年以内 66百万円

１年超 135

合計 202

　なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。

同左 　なお、未経過リース料期末残高相

当額は、有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。

③　支払リース料および減価償却費相

当額

③　支払リース料および減価償却費相

当額

③　支払リース料および減価償却費相

当額

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 26

支払リース料 35百万円

減価償却費相当額 34

支払リース料 55百万円

減価償却費相当額 55

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

２．減損損失について

　リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載は

省略しております。

２．減損損失について

同左

２．減損損失について

同左

－ 26 －



②　有価証券およびデリバティブ取引の状況

（前中間会計期間末）

１．トレーディングに係るもの

(1）商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価

種類
平成17年９月30日現在

資産（百万円） 負債（百万円）

株式 1 －

債券 1,145 －

受益証券等 14 －

(2）デリバティブ取引の契約額等及び時価

種類

平成17年９月30日現在

資産 負債

契約額等（百万円） 時価（百万円） 契約額等（百万円） 時価（百万円）

オプション取引 － － － －

為替予約取引 － － － －

先物取引 － － 13 13

スワップ取引 － － － －

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

種類

平成17年９月30日現在

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 （注） 5,210 13,165 7,955

合計 5,210 13,165 7,955

　（注）　有価証券の著しい価額の下落に該当するものがないため、減損処理はいたしておりません。
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(4）時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
平成17年９月30日現在

中間貸借対照表計上額（百万円）

子会社株式及び関連会社株式 1,169

その他有価証券

非上場株式 1,257

非上場債券 3,355

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資
305

(5）デリバティブ取引

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

いております。

（当中間会計期間末）

１．トレーディングに係るもの

(1）商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価

種類
平成18年９月30日現在

資産（百万円） 負債（百万円）

株式 36 －

債券 1,213 －

受益証券等 10 －

(2）デリバティブ取引の契約額等及び時価

種類

平成18年９月30日現在

資産 負債

契約額等（百万円） 時価（百万円） 契約額等（百万円） 時価（百万円）

オプション取引 － － － －

為替予約取引 － － － －

先物取引 － － － －

スワップ取引 － － － －
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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

種類

平成18年９月30日現在

中間貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式  1,254 1,348 93

合計 1,254 1,348 93

(3）その他有価証券で時価のあるもの

種類

平成18年９月30日現在

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 （注） 5,207 14,781 9,574

合計 5,207 14,781 9,574

　（注）　有価証券の著しい価額の下落に該当するものがないため、減損処理はいたしておりません。

(4）時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
平成18年９月30日現在

中間貸借対照表計上額（百万円）

子会社株式及び関連会社株式 2,637

その他有価証券

非上場株式 1,492

非上場債券 930

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資
1,817

(5）デリバティブ取引

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

いております。
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（前事業年度末）

１．トレーディングに係るもの

(1）商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価

種類
平成18年３月31日現在

資産（百万円） 負債（百万円）

株式 25 －

債券 886 －

受益証券等 12 －

(2）デリバティブ取引の契約額等及び時価

種類

平成18年３月31日現在

資産 負債

契約額等（百万円） 時価（百万円） 契約額等（百万円） 時価（百万円）

オプション取引 － － － －

為替予約取引 － － － －

先物取引 － － － －

スワップ取引 － － － －

－ 30 －



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

種類

平成18年３月31日現在

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 （注） 5,363 17,183 11,819

合計 5,363 17,183 11,819

　（注）　有価証券の著しい価額の下落に該当するものがないため、減損処理はいたしておりません。

(4）時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
平成18年３月31日現在

貸借対照表計上額（百万円）

子会社株式及び関連会社株式 1,242

その他有価証券

非上場株式 1,314

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出

資
1,321

(5）デリバティブ取引

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

いております。

③　ストック・オプション等

 該当事項はありません。

④　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）

関連会社に対する投資の金額 関連会社に対する投資の金額 関連会社に対する投資の金額

1,049百万円 2,467百万円 1,022百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 持分法を適用した場合の投資の金額 持分法を適用した場合の投資の金額

1,076百万円 2,501百万円 1,349百万円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 持分法を適用した場合の投資利益の金額 持分法を適用した場合の投資利益の金額

153百万円 △58百万円 481百万円
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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 1,033.55円

１株当たり中間純利益 33.71円

１株当たり純資産額 1,132.07円

１株当たり中間純利益 17.34円

１株当たり純資産額 1,161.70円

１株当たり当期純利益 111.51円

　なお、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

（ストックオプション）の未行使残高

がありますが、当社株式は非上場・非

登録であり、期中平均株価の算出が困

難なため記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

　　　　　　　　　　　　17.19円

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

　　　　　　　　　　　　109.12円　

　（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。

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株当たり中間（当期）純利益    

1株当たり中間（当期）純利益（百万円） 1,451 846 4,925

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 60

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (60)

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
1,451 846 4,865

期中平均株式数（千株） 43,048 48,822 43,631

潜在株式調整後1株当たり中間（当期）純

利益金額
   

当期純利益調整額 － － －

普通株式増加数（千株） － 419 957

（うち自己株式譲渡方式によるストック

オプション）
(－) (419) (957)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

平成13年６月28日定時

株主総会決議ストック

オプション（自己株式

譲渡方式）

  

　普通株式1,416,000株

を上限とする。（平成

17年９月30日現在）

　　　　　－ 　　　　　－

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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