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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年３月期 5,251 (△28.7) 5,031 (△30.0) △387 － △334 －

18年３月期 7,365 (10.8) 7,191 (11.0) 1,310 (40.5) 1,320 (45.0)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

営業収益
営業利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △511 － △25 58 － － △6.1 △1.0 △7.4

18年３月期 520 (△15.2) 23 24 23 23 6.0 3.9 17.8

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）財政状態

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 ％

19年３月期 30,490 8,039 26.4 401 88 346.4

18年３月期 39,326 8,826 22.4 438 36 337.8

（参考）自己資本 19年３月期 8,039百万円 18年３月期 －百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 △273 △299 124 4,509

18年３月期 △153 △21 1,001 4,958

２．配当の状況

１株当たり年間配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 期末 年間

円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 10 00 10 00 200 43.0 2.3
19年３月期 － － 0 00 － － －

20年３月期（予想） 未定 未定 － － －

（注）業績予想と同様に、証券業は通常の業績を適正に予想する事が困難なため、配当予想についても未定としておりま

す。

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20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、

開示することはきわ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。
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、22ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 20,013,042株 18年３月期 20,013,042株

②　期末自己株式数 19年３月期 7,242株 18年３月期 6,442株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

丸八証券株式会社（8700）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当事業年度におけるわが国経済は、原油価格の高止まりや日銀のゼロ金利解除に伴う金利上昇懸念など先行き不透

明感はあったものの、好調な企業業績を背景に、雇用状況の改善や設備投資が増加するなど、景気は緩やかな回復の

動きが継続しました。

　株式市場においては、日経平均株価が４月７日に17,500円台まで上昇しましたが、５月半ば以降、米国経済の減速

懸念などから世界的に株価が調整色を強め、６月には14,000円台まで下落しました。その後は日本企業の力強い業績

拡大が再確認されたことや、世界的に株式相場が上昇する中で、海外市場に対する出遅れ感が高まったことなどから、

外国人投資家による日本株買いが活発となり、２月26日には平成12年５月２日以来６年10ヶ月ぶりに18,200円台を回

復いたしました。２月末の世界同時株安にともない日経平均株価も一時16,500円台まで急落しましたが、その後騰勢

を強め、３月末の日経平均株価は17,287円65銭で取引を終えました。また、当事業年度における東証１部の売買代金

は約609兆円と過去最高を更新し、株式市場の活況ぶりを示す東証１部の売買代金回転率もバブル以降初めて１回を上

回りました。その半面、昨年１月のライブドア・ショックをきっかけに不信感が広がった新興市場は、個人投資家の

離散が続き、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３月末には2,123ポイントと約22％下落し、

東証マザーズ指数も４月13日の高値1,959ポイントから３月末には約47％下落の1,038ポイントで取引を終えるなど、

終始軟調に推移しました。

　このような状況下、当社は、平成18年４月の日本証券業協会及び東京・大阪・名古屋・ジャスダック証券取引所の

合同検査により、証券取引法第42条第１項第５号「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」に該当する取引を受託、

執行したとの指摘を受け、過怠金の支払命令を受けました。今回の処分を厳粛且つ真摯に受け止め、内部管理体制の

一層の充実、強化に努めております。

　また、経営環境の変化に対応し、お客様に安心してお取引頂くことが可能となるように財務体質の強化に努めてま

いりました。

　当期の業績の概況は次のとおりとなりました。

①　受入手数料

受入手数料の合計は、35億52百万円（前年同期比21.2％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ました。その後は、期末にか

けて株式相場は上昇しましたが、新興市場が終始軟調に推移した事も影響し、当社の委託売買高は7,517億円（前年

同期比27.5％減）、委託売買株数は８億94百万株（前年同期比45.3％減）となったことから、株式委託手数料は、

26億95百万円（前年同期比30.7％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27億

５百万円（前年同期比30.7％減）となりました。

　・引受け・売出し手数料

　　引受け・売出し手数料は、51百万円（前年同期比55.3％減）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等により６億４百万円（前年同期比77.7％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１億90百万円（前年同期比27.2％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、12億97百万円（前年同期比48.2％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11億63百万円（前年同期比49.8％減）となりました。債券等トレーディング損益は１億34百万円（前

年同期比29.1％減）となりました。

丸八証券株式会社（8700）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 3 －



 

③　金融収支

金融収支は、信用取引残高が減少しましたが、平成18年１月および平成19年2月に信用取引金利を引き上げたこと等

により１億81百万円（前年同期比3.2％増）となりました。

④　販売費・一般管理費

販売費・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リース

料の増加に伴う不動産関係費の増加等により54億19百万円（前年同期比7.8％減）となりました。

⑤　特別損益

特別損失として、証券取引責任準備金の繰入74百万円、過怠金41百万円、固定資産除却損19百万円および役員退職

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52億51百万円（前年同期比28.7％減）、経常損失は３億34百万円（前年同期は13億

　 20百万円の経常利益）、当期純損失は５億11百万円（前年同期は５億20百万円の当期純利益）となりました。

 

(2）財政状態に関する分析

　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。

　当期末の総資産は、投資有価証券の取得等により投資その他の資産が２億25百万円増加いたしましたが、信用取

引資産の減少65億12百万円、預託金の減少18億55百万円等により、前年同期比88億36百万円減少し、304億90百万円

(前年同期比22.5％減）となりました。総負債は、有価証券担保借入金５億19百万円、短期借入金３億25百万円増加

いたしましたが、信用取引負債、および受入保証金の減少77億29百万円、預り金の減少６億36百万円等により、前

年同期比80億50百万円減少し、224億50百万円（前年同期比26.4％減）となりました。

　純資産合計は、７億86百万円減少し、80億39百万円(前年同期比8.9％減）となりました

　また、当期末の自己資本規制比率は、346.4％と前年同期比8.6％上昇いたしました。

 

　②　キャッシュ・フローの状況

　　現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高に比べて４億49百万円減少し、45億９百万円となりました。

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、２億73百万円の減少（前期は１億53百万円の減少)となりました。

これは主として、預託金、立替金の減少20億32百万円、信用取引資金の増加５億38百万円および有価証券担保借入

金の増加５億19百万円が生じた一方で、税引前当期純損失を４億80百万円(前期は、10億51百万円の利益）を計上し

たほか、預り金、受入金の減少23億92百万円、法人税等の支払い５億51百万円が生じたことによるものでありま

す。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

　当期の投資活動によるキャッシュ・フローは、２億99百万円の減少（前期は、21百万円の減少）となりました。

これは主として、投資有価証券の取得による支出２億16百万円、有形固定資産の取得による支出45百万円、無形固

定資産の取得による支出43百万円が生じたことによるものであります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

　当期の財務活動によるキャッシュ・フローは、１億24百万円の増加（前期は、10億１百万円の増加)となりました。

これは主として、短期借入金の増加３億25百万円、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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、企業価値の向上を踏まえた内部留保に配慮

しつつ、安定的且つ継続的に配当性向30％を目指すことを基本方針としております。

　しかしながら当事業年度は、当期純損失の計上となり、自己資本の充実が急務であります。従いまして当期配当

は、財務の健全化のため、実施の見送りを予定しております。また、次期配当につきましては、現時点では未定で

あります。
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(4）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。当期営業収益52億51百万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38億58百万円とその73.5％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11億63

百万円であり、前年同期比49.8％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。

　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　役員、大株主、関係会社に関する重要事項について

取締役の人事異動

 ・辞任（平成18年12月31日付）吉田則雄（取締役会長）

 ・逝去（平成19年１月19日）　川端重善（常務取締役）

 ・辞任（平成19年３月31日付）中野正行（取締役）
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２．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」を主な事業内容とし、具体的な事業として、有価証券の委託売

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

スを提供しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

を基本理念に掲げ、その実現に向け営業を展開しております。

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

(2）目標とする経営指標

経常利益、純資産、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自己資本当期純利益率（Ｒ

ＯＥ）12％の水準を目標にしております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社は、株式市場の動向に左右されない収益基盤の強化へ向け、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」を常に念頭に置き、営業活動に取り組んでまいります。具体的には、

お客様の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、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。

(4）会社の対処すべき課題

　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投資や貯蓄（貯蓄から投資の時代）に対応できるよう取り組んでまいります。

　対面取引業務（歩合外務員含む）と通信取引業務にて相互に地元の隙間を補完しながら、営業基盤の強化とお客様

の満足度向上に向け取り組んでまいります。法人業務として地元企業（愛知・岐阜・三重）や東京、大阪のＩＰＯ（新

規株式公開）、ＰＯ支援とマーケットメイクにより、特に地元企業で特徴のある企業や成長ベンチャー企業に円滑な

資金調達の場を提供するとともに、投資家の皆様に円滑な取引を行っていただくよう発行・流通市場の活性化に取り

組んでまいります。

① 経営資源の有効活用の推進

　営業担当者の人員が地元の地場証券に比べて少なく、より強固な販売体制を構築するために、継続的な採用による

人員の確保と育成が急務であると考えております。

② 投資信託の手数料無料化（ネット取引）と預り資産の拡大

　投資信託の申込手数料無料化を一層推進し、また、上場会社の株券電子化を控え特定口座への新たな「タンス株券

預入れ制度」による預り資産の拡大へ取り組んでまいります。

③ 商品の品揃えによる預り資産の拡大

　ＩＰＯ、ＰＯの拡大や、団塊世代の退職に向け内外債券、投資信託による口座拡大と預り資産の拡大を図りながら、

信託報酬（安定収益）の積み上げに取り組んでまいります。

④ 地域密着営業の推進

　愛知県（特に名古屋地区、三河地区）における顧客基盤の拡大に取り組んでまいります。

⑤「丸八証券統合システムＭＩＤＡＳ」の構築

　当社全体のシステムの再構築に向け丸八証券統合システム「ＭＩＤＡＳ」（新ネット取引システム・当社独自の情

報システム・社内情報管理システム）の開発を進めており、完成後は社内業務の統合管理により生産性の向上とコス

ト削減に繋がると期待しております。

⑥ 通信取引の知名度向上

　全国的なインターネット専業証券に比べて遅れている点が多く、広告宣伝により知名度の向上を目指します。

⑦ 営業スタンスの転換

　株式の売買型の営業から、資産管理型営業を推進し、また、各種資格の取得や専門知識の修得により、新しい商品

（ＲＥＩＴ、証券化商品、ラップ、年金保険等）による収益構築を目指します。

⑧ コールセンターの機能の拡大

　お客様一人ひとりのライフスタイルに合った投資や貯蓄（貯蓄から投資の時代）に対応できるよう取り組んでまい

ります。

⑨ 店舗政策

　人材を確保したうえで資格の取得、知識の修得を行い、今後新たな店舗展開に取り組んでまいります。

⑩ 経営の合理化

　徹底した経営合理化と効率化を目指します。経営資源の有効活用を推進し、組織の見直しおよび活性化を図ります。

⑪ コンプライアンスの徹底

　丸八証券の置かれた厳しい状況を理解し、全役職員一丸となって内部管理体制をさらに強化し法令遵守に徹した経

営に取り組んでまいります。
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(5）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。

内部検査は、「年度検査計画書」に従って検査を実施しております。その結果は、取締役会に報告するとともに、

問題点の改善に向けた協議を行い、改善策等の指示を行っており、その改善状況についても確認を行っております。

なお、営業部店の臨店検査については、検査の独立性及び専門性を発揮するために外部専門業者に委託しております。

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 各部支店 各部 各部 

会計監査人 外部委託監査 

通信取引 

 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　日本証券業協会及び東京・大阪・名古屋・ジャスダック証券取引所の合同検査の実施に伴い、日本証券業協会及び

東京・大阪・名古屋・ジャスダック証券取引所より法令違反行為に対する処分を受け、日本証券業協会及び東京・ジャ

スダック証券取引所へ合計41百万円の過怠金を支払いました。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

　 　
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部） 　       

流動資産 　       

現金・預金 ※２  4,958,859   4,509,779  

預託金 　  6,034,886   4,179,035  

顧客分別金信託 　 5,944,096   4,088,245   

その他の預託金  90,790   90,790   

トレーディング商品   994   －  

商品有価証券等  994   －   

約定見返勘定   35,578   123,402  

信用取引資産   23,724,137   17,211,338  

信用取引貸付金  23,374,777   16,934,446   

信用取引借証券担保金  349,360   276,891   

有価証券担保貸付金   －   1,798  

立替金   222,777   16,362  

顧客への立替金  12,649   13,113   

その他  210,127   3,249   

短期差入保証金   106,362   52,000  

短期貸付金   10,412   4,320  

前払金   481   －  

前払費用   50,975   53,176  

未収入金   3   41,430  

未収収益   309,603   211,114  

貸倒引当金   △42,620   △18,464  

流動資産計   35,412,452 90.0  26,385,295 86.5
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

固定資産        

有形固定資産 ※１  2,062,241   2,042,879  

建物 ※２ 384,190   366,394   

器具備品  94,717   93,152   

土地 ※２ 1,583,333   1,583,333   

無形固定資産   110,981   95,422  

借地権  2,487   2,487   

電話加入権  23,934   23,923   

ソフトウェア  84,408   68,770   

その他の無形固定資産  150   241   

投資その他の資産   1,741,292   1,967,019  

投資有価証券 ※２ 1,217,512   1,403,525   

出資金  2,020   2,020   

従業員長期貸付金  76,246   64,850   

長期差入保証金  345,225   391,532   

長期前払費用  2,893   6,396   

長期立替金  96,980   126,360   

その他  112,030   112,030   

貸倒引当金  △111,616   △139,695   

固定資産計   3,914,514 10.0  4,105,322 13.5

資産合計   39,326,966 100.0  30,490,618 100.0
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

流動負債        

信用取引負債   18,672,819   12,698,325  

信用取引借入金 ※２ 17,835,277   11,929,748   

信用取引貸証券受入金  837,541   768,577   

有価証券担保借入金   －   519,028  

預り金   2,770,150   2,133,369  

顧客からの預り金  2,052,625   1,638,664   

その他  717,525   494,704   

受入保証金   4,382,817   2,627,547  

短期借入金 ※２  2,150,000   2,475,000  

前受収益   －   1,050  

未払金   114,220   86,983  

未払費用   271,394   270,407  

未払法人税等   540,222   12,485  

賞与引当金   90,699   73,126  

その他   1,050   ―  

流動負債計   28,993,374 73.7  20,897,322 68.5

固定負債        

長期借入金 ※３  1,000,000   1,000,000  

繰延税金負債   62,710   50,348  

退職給付引当金   126,191   113,030  

その他   41,000   38,000  

固定負債計   1,229,901 3.2  1,201,378 3.9

特別法上の準備金        

証券取引責任準備金  ※４  277,678   352,019  

特別法上の準備金計   277,678 0.7  352,019 1.2

負債合計   30,500,954 77.6  22,450,721 73.6
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）        

資本金 ※５  3,251,856 8.3  － －

資本剰余金   1,204,043 3.0  － －

資本準備金  1,204,043   －   

利益剰余金   4,280,869 10.9  － －

利益準備金  503,860   －   

任意積立金  3,215,113   －   

役員退職慰労積立金  172,774   －   

建物圧縮積立金  104,806   －   

特別償却準備金  1,964   －   

別途積立金  2,935,569   －   

当期未処分利益  561,895   －   

その他有価証券評価差額金   91,939 0.2  － －

自己株式 ※６  △2,696 △0.0  － －

資本合計   8,826,011 22.4  － －

負債・資本合計   39,326,966 100.0  － －
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19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
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金 ※５  － －  3,251,856 10.7

２．資本剰余金        

　　資本準備金  －   1,204,043   

資本剰余金合計   － －  1,204,043 4.0

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  －   503,860   

(2）その他利益剰余金        

役員退職慰労積立金  －   162,174   

建物圧縮積立金  －   92,202   

特別償却準備金  －   654   

別途積立金  －   3,249,313   

繰越利益剰余金  －   △495,067   

利益剰余金合計   － －  3,513,136 11.5

４．自己株式 ※６  － －  △2,954 △0.0

株主資本合計   － －  7,966,082 26.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

  － －  73,814 0.2

評価・換算差額等合計   － －  73,814 0.2

純資産合計   － －  8,039,896 26.4

負債純資産合計   － －  30,490,618 100.0
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(2）損益計算書

  

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

営業収益        

受入手数料   4,507,853   3,552,465  

委託手数料  3,901,287   2,705,241   

引受け・売出し手数料  116,395   51,977   

募集・売出しの取扱手数料  340,509   604,934   

その他  149,660   190,311   

トレーディング損益 ※２  2,507,069   1,297,665  

金融収益 ※１  350,614   401,404  

営業収益計   7,365,536 100.0  5,251,536 100.0

金融費用 ※９  174,405 2.4  219,624 4.2

純営業収益   7,191,131 97.6  5,031,911 95.8

販売費・一般管理費   5,880,337 79.8  5,419,166 103.2

取引関係費 ※３ 1,010,616   966,393   

人件費 ※４ 3,215,939   2,654,122   

不動産関係費 ※５ 481,542   627,303   

事務費 ※６ 868,892   857,607   

減価償却費  116,792   108,009   

租税公課 ※７ 59,999   54,186   

貸倒引当金繰入  27,150   46,084   

その他 ※８ 99,403   105,458   

営業利益   1,310,793 17.8  △387,254 △7.4

営業外収益   22,592 0.3  57,895 1.1

営業外費用   13,280 0.2  5,123 0.1

経常利益   1,320,105 17.9  △334,481 △6.4
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 特別利益        

 　貸倒引当金戻入  6,630   －   

 　投資有価証券売却益  55   －   

 　　特別利益計   6,686 0.1  － －

特別損失        

証券取引責任準備金繰入  102,377   74,341   

過怠金  41,000   41,000   

固定資産除却損 ※１０ 7,746   19,955   

役員退職慰労金  41,106   10,600   

投資有価証券評価減  23,999   －   

証券市場基盤整備基金
拠出金

 58,000   －   

投資有価証券売却損  1,196   －   

特別損失計   275,426 3.7  145,896 2.8

税引前当期純利益   1,051,365 14.3  △480,378 △9.1

法人税、住民税及び事業税  530,576   7,643   

過年度法人税等  －   23,644   

法人税等調整額  － 530,576 7.2 － 31,287 0.6

当期純利益   520,789 7.1  △511,666 △9.7

前期繰越利益   －   －  

役員退職慰労積立金取崩額   41,106   －  

当期未処分利益又は当期未処理
損失（△）

  561,895   －  
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(3）株主資本等変動計算書

 　当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

    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

　　　　　　　 （千円）
3,251,856 1,204,043 503,860 3,777,009 △2,696 8,734,072 91,939 8,826,011

 事業年度中の変動額 　　　        

  利益処分による利益配当 　   △200,066  △200,066  △200,066

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

  当期純利益    △511,666  △511,666  △511,666

  自己株式の取得     △257 △257  △257

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額合計
      △18,124 △18,124

 事業年度中の変動額

 合計　　　　　（千円）
－ － － △767,732 △257 △767,990 △18,124 △786,114

 平成19年３月31日残高

　　　　　　　 （千円）
3,251,856 1,204,043 503,860 3,009,276 △2,954 7,966,082 73,814 8,039,896

  （注）その他利益剰余金の内訳

 
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(千円) 172,774 104,806 1,964 2,935,569 561,895 3,777,009

 事業年度中の変動額       

  利益処分による利益配当     △200,066 △200,066

  利益処分による役員賞与     △56,000 △56,000

  利益処分による別途積立金

  の積立
   313,744 △313,744 －

  利益処分による建物圧縮積

  立金の取崩
 △7,259   7,259 －

  利益処分による特別償却準

  備金の取崩
  △654  654 －

  役員退職慰労積立金の取崩 △10,600    10,600 －

  建物圧縮積立金の取崩  △5,343   5,343 －

  特別償却準備金の取崩   △654  654 －

  当期純利益     △511,666 △511,666

 事業年度中の変動額合計

　　　　　　　　   　(千円)
△10,600 △12,603 △1,309 313,744 △1,056,963 △767,732

 平成19年３月31日残高(千円) 162,174 92,203 654 3,249,313 △495,067 3,009,276

丸八証券株式会社（8700）平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 16 －



(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  1,051,365 △480,378

減価償却費  116,792 108,009

貸倒引当金の増加（△減少）額  16,919 3,923

証券取引責任準備金の増加（△減少）額  102,377 74,341

退職給付引当金の増加（△減少）額  △52,456 △13,160

受取利息及び受取配当金  △18,291 △57,948

支払利息  37,935 63,412

固定資産除却損  7,746 19,955

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  23,999 －

過怠金  41,000 41,000

貸付金の（△増加）減少額  △2,379 6,091

預託金、立替金の（△増加）減少額  △1,883,421 2,032,885

預り金、受入金の増加（△減少）額  2,104,154 △2,392,051

トレーディング商品の（△増加）減少額  1,055 994

信用取引資産・負債の増減額  △1,141,541 538,306

有価証券担保借入金増加(△減少）額  － 519,028

その他の資産の（△増加）減少額  △292,934 △25,368

その他の負債の増加（△減少）額  119,052 △59,900

役員賞与の支払額  △63,000 △56,000

小計  169,514 323,138

利息及び配当金の受取額  18,291 57,948

利息の支払額  △42,930 △62,728

過怠金の支払額  △41,000 △41,000

法人税等の支払額  △257,276 △551,280

営業活動によるキャッシュ・フロー  △153,399 △273,922
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △48,770 △45,894

無形固定資産の取得による支出  △2,520 △43,136

投資有価証券の取得による支出  － △216,500

投資有価証券の売却による収入  6,360 －

貸付けによる支出  － △1,200

貸付金の回収による収入  20,793 12,596

保証金の差入による支出  △6,763 △7,839

差入保証金の返還による収入  9,098 2,062

投資活動によるキャッシュ・フロー  △21,802 △299,912

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額  1,200,000 325,000

自己株式の取得による支出  △487 △257

配当金の支払額  △198,237 △199,987

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,001,274 124,754

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加（△減少）額  826,072 △449,079

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  4,132,786 4,958,859

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,958,859 4,509,779
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(5）利益処分計算書

前事業年度
（平成18年６月24日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   561,895

Ⅱ　任意積立金取崩高    

　　建物圧縮積立金取崩額  7,259  

　　特別償却準備金取崩額  654 7,914

合　計   569,810

Ⅲ　利益処分額    

　　配当金  200,066  

　　役員賞与金  56,000  

　　（うち　監査役賞与金）  (6,000)  

　　任意積立金    

　　別途積立金  313,744 569,810

Ⅳ　次期繰越利益   －
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準お

よび評価方法

　トレーディング商品に属する有価証券およびデリバ

ティブ取引等については、時価法を採用し、売却原価は

移動平均法により算定しております。

１　トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準お

よび評価方法

同左

２　トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準

および評価方法

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

その他有価証券

（1）時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対

照表価額とし、取得原価ないし償却原価との評価差

額を全部資本直入する方法により処理し、売却原価

は、移動平均法によっております。

その他有価証券

（1）時価のあるもの

同左

（2）時価のないもの

　移動平均法による原価法ないし償却原価法によっ

ております。

（2）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（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。

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

 （少額減価償却資産）

 　取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採用しております。

 （少額減価償却資産）

 同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数について

は、社内における利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。

(2）無形固定資産

同左
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４　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。

４　引当金および準備金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給

見込額の当期負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年金資産に基づき、当期末に

おいて発生していると認められる額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

同左

(4）証券取引責任準備金

　証券事故による損失に備えるため、証券取引法第51

条に定めるところにより算出した額を計上しておりま

す。

(4）証券取引責任準備金

同左

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。

５　リース取引の処理方法

同左

６　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。

６　ヘッジ会計の方法

同左

７　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。

７　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

８　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。

８　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度

（自　平成17年４月１日

　　至　平成18年３月31日）

当事業年度

（自　平成18年４月１日

　　至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））および「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

　なお、これによる損益への影響はありません。

 ──────

 ──────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

　当事業年度から「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

8,039,896千円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務

諸表は、改正後の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

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

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

建物        623,646千円

器具備品 　　   240,774

計 864,420

建物        647,120千円

器具備品 　　  243,978

計 891,098

※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 264,754千円

建物 327,141

土地 1,583,333

計 2,175,228

投資有価証券        238,854千円

建物 311,906

土地 1,583,333

計 2,134,093

　（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。

　（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3,297,174千円お

よび保管有価証券5,120,917千円、為替予約取

引の担保として定期預金30,000千円を差し入れ

ております。

担保資産の対象となる債務 担保資産の対象となる債務

短期借入金 860,000千円 短期借入金      760,000千円

※３　長期借入金1,000,000千円は「証券会社の自己資本

規制に関する内閣府令」（平成13年内閣府令第23号）

第２条に定める劣後特約付借入金であります。

※３　　　　　　　　　 同左

※４　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次

のとおりであります。

※４　　　　　　　　　 同左

証券取引責任準備金　　証券取引法第51条  

※５　会社が発行する株式の総数 普通株式 60,000千株

発行済株式の総数 普通株式 20,013千株

※５　会社が発行する株式の総数 普通株式 60,000千株

発行済株式の総数 普通株式 20,013千株

※６　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式6,442  

　 株であります。

※６　自己株式

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式7,242株

であります。

７　コミットメントラインについて

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行４行と特定融資枠契約を締結しております。

７　コミットメントラインについて

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行３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

当期末借入実行残高 －

差引額 2,800,000

特定融資枠契約の総額      2,500,000千円

当期末借入実行残高  725,000

差引額   1,775,000

８　配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は、91,939千円

であります。
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　金融収益の内訳 ※１　金融収益の内訳

信用取引収益    347,027千円

受取配当金  773

受取債券利子  57

受取利息       2,425

その他        329

計 350,614

信用取引収益 387,443千円

受取配当金  1,197

受取債券利子 280

受取利息   4,175

その他     8,306

計 401,404

※２　トレーディング損益の内訳 ※２　トレーディング損益の内訳

株券等  2,317,971千円

債券等 189,097

計 2,507,069

株券等  1,163,627千円

債券等 134,038

計 1,297,665

※３　取引関係費の内訳 ※３　取引関係費の内訳

支払手数料 106,248千円

取引所・協会費 275,584

通信・運送費 475,977

旅費・交通費 37,482

広告宣伝費 71,850

交際費 43,473

計 1,010,616

支払手数料 117,839千円

取引所・協会費   240,111

通信・運送費   484,007

旅費・交通費   31,918

広告宣伝費  45,552

交際費   46,964

計 966,393

※４　人件費の内訳 ※４　人件費の内訳

役員報酬 154,859千円

従業員給与 2,196,401

歩合外務員給与 436,647

その他の報酬・給与 68,376

福利厚生費 278,031

賞与引当金繰入 90,699

退職給付費用 △9,076

計 3,215,939

役員報酬 183,121千円

従業員給与 1,769,775

歩合外務員給与    205,088

その他の報酬・給与 42,586

福利厚生費 342,331

賞与引当金繰入 73,126

退職給付費用 38,092

計 2,654,122

　（注）　退職給付費用のマイナスは、当事業年度におい

て、退職給付債務の発生額を超える年金資産の

運用益が生じたことによるものであります。

 

※５　不動産関係費の内訳 ※５　不動産関係費の内訳

不動産費 214,675千円

器具・備品費 266,867

計 481,542

不動産費  223,247千円

器具・備品費    394,055

計 627,303

※６　事務費の内訳 ※６　事務費の内訳

事務委託費 746,114千円

事務用品費 122,778

計 868,892

事務委託費   745,663千円

事務用品費   111,944

計 857,607
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※７　租税公課の内訳 ※７　租税公課の内訳

事業税 25,228千円

印紙税 2,926

その他 31,844

計 59,999

事業税 15,912千円

印紙税    1,942

その他    36,332

計 54,186

※８　その他の内訳 ※８　その他の内訳

図書費 9,940千円

光熱・給水費 26,590

自動車燃料費 5,350

その他 57,522

計 99,403

図書費 9,955千円

光熱・給水費   27,894

自動車燃料費    6,082

その他    61,526

計 105,458

※９　金融費用の内訳 ※９　金融費用の内訳

信用取引費用 134,521千円

支払利息 37,935

その他 　1,948

計 174,405

信用取引費用 153,027千円

支払利息    63,412

その他 　 3,184

計 219,624

※10　固定資産除却損の内容 ※10　固定資産除却損の内容

建物 4,034千円

器具備品 3,711

計 7,746

ソフトウェア 16,799千円

器具備品   3,155

計 19,955
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当事業年度増加株式数
（千株）

当事業年度減少株式数
（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

発行済株式

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

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

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 200,066 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月26日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

 載されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

 載されている科目の金額との関係

「現金・預金」勘定    4,958,859千円

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

「現金・預金」勘定    4,509,779千円

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  4,509,779

　２　重要な非資金取引

 ──────

（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。
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（有価証券及びデリバティブ取引）

前事業年度（平成18年３月31日）

１　トレーディングに係るもの

(1）トレーディングの状況に関する事項

①　トレーディングの内容及び利用目的

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

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

の円滑化を目的としております。

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

との取引から発生しております。また、裁定取引も行っております。

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

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

②　トレーディングに係るリスクの内容

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

スクと取引先リスクがあります。

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

の相手方が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。

③　トレーディングに係るリスク管理体制

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

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

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

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

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

日常的なモニターを行い、日々経営陣及び関連部署に報告しております。

(2）トレーディングの契約額等及び時価に関する事項

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

種類
貸借対照表計上額

当事業年度の損益に含ま
れた評価差額（千円）

資産（千円） 負債（千円）

株式 － － －

債券 994 － －

受益証券 － － －

②　デリバティブ取引

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

(1）有価証券関係

①　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
128,190 282,840 154,649

株式 128,190 282,840 154,649

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
－ － －

株式 － － －

合計 128,190 282,840 154,649

②　当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

6,360 55 1,196

③　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

内容 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 934,671

非上場株式 934,671

(2）デリバティブ取引関係

①　取引の状況に関する事項

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

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

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

すべてヘッジ会計（振当処理）を適用しております。

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

に係る信用リスクはほとんどないものと認識しております。

②　取引の時価等に関する事項

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

ため記載しておりません。
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当事業年度（平成19年３月31日）

１　トレーディングに係るもの

(1）トレーディングの状況に関する事項

①　トレーディングの内容及び利用目的

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

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

の円滑化を目的としております。

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

との取引から発生しております。また、裁定取引も行っております。

　当社のトレーディングにおける取扱商品は、株式及び新株予約権付社債等であります。

②　トレーディングに係るリスクの内容

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

スクと取引先リスクがあります。

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

の相手方が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。

③　トレーディングに係るリスク管理体制

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

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

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

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

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

日常的なモニターを行い、日々経営陣及び関連部署に報告しております。

(2）トレーディングの契約額等及び時価に関する事項

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

種類
貸借対照表計上額

当事業年度の損益に含ま
れた評価差額（千円）

資産（千円） 負債（千円）

株式 － － －

債券 － － －

受益証券 － － －

②　デリバティブ取引

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

(1）有価証券関係

①　その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
128,190 252,353 124,162

株式 128,190 252,353 124,162

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
－ － －

株式 － － －

合計 128,190 252,353 124,162

②　当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

－ － －

③　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

内容 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 1,151,171

非上場株式 1,151,171

(2）デリバティブ取引関係

①　取引の状況に関する事項

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

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

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

すべてヘッジ会計（振当処理）を適用しております。

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

に係る信用リスクはほとんどないものと認識しております。

②　取引の時価等に関する事項

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

ため記載しておりません。
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（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を採用しております。

　適格退職年金制度については、退職給与の全部

（100％相当額）を第33期（昭和50年）から移行してお

ります。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を採用しております。

　適格退職年金制度については、退職給与の全部

（100％相当額）を第33期（昭和50年）から移行してお

ります。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

イ　退職給付債務  

期末自己都合退職要支給額    430,281千円

年金受給者の責任準備金     15,708

計    445,989

ロ　年金資産（時価）    319,798

ハ　退職給付引当金（イ－ロ）    126,191

イ　退職給付債務  

期末自己都合退職要支給額 443,772千円

年金受給者の責任準備金     12,387

計     456,159

ロ　年金資産（時価） 343,129

ハ　退職給付引当金（イ－ロ） 113,030

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用   △9,076千円 勤務費用   　38,092千円

　（注）　退職給付費用のマイナスは、当事業年度におい

て、退職給付債務の発生額を超える年金資産の

運用益が生じたことによるものであります。

　

（ストック・オプション等関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。 同左
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産  

賞与引当金    36,778千円

減価償却費超過額 13,366

貸倒引当金超過額 5,879

退職給付引当金 51,170

証券取引責任準備金 112,598

ゴルフ会員権評価減 1,419

投資有価証券評価減 16,821

未払事業税 42,987

証券市場基盤整備基金拠出金 23,519

その他 2,079

繰延税金資産　小計 306,620

評価性引当金 △239,192

繰延税金資産　合計 67,428

繰延税金負債  

建物圧縮積立金 66,534

特別償却準備金 893

その他有価証券評価差額金 62,710

繰延税金負債　合計 130,138

繰延税金負債の純額 62,710

繰延税金資産  

賞与引当金     29,652千円

減価償却費超過額 28,873

貸倒引当金超過額 14,173

退職給付引当金 45,833

証券取引責任準備金 142,744

ゴルフ会員権評価減 608

投資有価証券評価減 16,821

未払事業税 3,606

証券市場基盤整備基金拠出金 23,519

繰越欠損金 189,535

その他 2,856

繰延税金資産　小計 498,224

評価性引当金 △434,887

繰延税金資産　合計 63,336

繰延税金負債  

建物圧縮積立金 62,889

特別償却準備金 446

その他有価証券評価差額金 50,348

繰延税金負債　合計 113,684

繰延税金負債の純額 50,348

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.55％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目
1.69

 

住民税均等割等 0.72 

評価性引当額の増減   7.48 

その他 0.03 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  50.47 

法定実効税率 40.55％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目
△4.59

 

住民税均等割等 △1.58 

過年度法人税等 △4.92 

評価性引当額の増減 △36.39 

その他 0.42 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △6.51 

（持分法損益等）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。 同左
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者
吉田則雄 － －

当社

取締役会長

被所有

直接　　 3.2
－ －

不動産

の賃借
1,200 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

ております。

　（注）　取引金額には、消費税等は含まれておりません。

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその

近親者
吉田則雄 － －

当社

取締役会長

被所有

直接　　 3.2
－ －

不動産

の賃借
900 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

ております。

　（注）　取引金額には、消費税等は含まれておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額       438.36円

１株当たり当期純利益      23.24円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      23.23円

１株当たり純資産額       401.88円

１株当たり当期純利益     △25.58円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      －円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

損益計算書上の当期純利益（千円） 520,789 △511,666

普通株式に係る当期純利益（千円） 464,789 △511,666

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） 19,996 20,006

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら

れた当期純利益調整額の主要な内訳（千円）
  

支払利息（税額相当額控除後） － －

当期純利益調整額（千円） － －

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら

れた普通株式増加数の主要な内訳（千株）
  

転換社債 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

り当期純利益の算出に含めなかった潜在株式の概要
－ －

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　該当事項はありません。 　同左
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５．その他

平成19年３月期　決算資料
１．受入手数料

(1）科目別内訳

 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

委託手数料 3,901,287 2,705,241 69.3

（株券） (3,890,286) (2,695,268) (69.3)

（債券） (4,089) (2,522) (61.7)

（受益証券） (6,911) (7,451) (107.8)

引受け・売出し手数料 116,395 51,977 44.7

（株券） (113,095) (51,977) (46.0)

（債券） (3,300) － －

募集・売出しの取扱手数料 340,509 604,934 177.7

（株券） (10,509) (7,706) (73.3)

（債券） (68,763) (181,884) (264.5)

（受益証券） (261,237) (415,344) (159.0)

その他の受入手数料 149,660 190,311 127.2

（株券） (37,874) (32,751) (86.5)

（債券） (166) (504) (302.6)

（受益証券） (93,144) (136,425) (146.5)

（その他） (18,474) (20,629) (111.7)

合計 4,507,853 3,552,465 78.8

(2）商品別内訳

 前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

株券 4,051,766 2,787,704 68.8

債券 76,320 184,911 242.3

受益証券 361,292 559,220 154.8

その他 18,474 20,629 111.7

合計 4,507,853 3,552,465 78.8

２．トレーディング損益

 当事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

株券等 2,317,971 1,163,627 50.2

債券等 189,097 134,038 70.9

合計 2,507,069 1,297,665 51.8
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 ３.　自己資本規制比率

   前事業年度末（百万円） 当事業年度末（百万円） 

   固定化されていない自己資本の額　　 （Ａ） 6,641 5,950

   リ  ス  ク  相  当  額　  (Ｂ) 1,966 1,717

 市場リスク相 当 額  33 30

 取引先リスク相当額  505 362

 基礎的リスク相当額  1,426 1,324

 　自 己 資 本 規 制 比 率

　 (Ａ)　/　(Ｂ)　×　１００　
％ 337.8 346.4
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　損益計算書の四半期推移

 （単位：百万円） 

科　　目

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

当第３四半期

自18.10.１

至18.12.31

当第４四半期

自19.１.１

至19.３.31

営業収益 2,520 2,073 1,271 1,146 1,288 1,545

　受入手数料 1,485 1,241 899 697 895 1,059

　金融収益 81 123 111 102 86 100

　トレーディング損益 953 708 260 346 305 385

金融費用 40 50 45 69 48 56

純営業収益 2,480 2,023 1,226 1,076 1,239 1,489

販売費・一般管理費 1,686 1,568 1,351 1,279 1,309 1,478

　取引関係費 256 293 251 248 230 236

　人件費 993 862 679 608 652 713

　不動産関係費 117 106 139 154 161 171

　事務費 235 229 216 199 205 235

　減価償却費 31 29 26 28 29 22

　租税公課 13 27 7 7 8 30

　その他 37 20 30 31 22 67

営業利益 794 454 △125 △202 △69 10

営業外収益 1 3 50 3 1 1

営業外費用 2 8 0 0 0 3

経常利益 793 449 △75 △199 △68 8

特別利益 － 0 21 1 2 △26

特別損失 33 86 29 17 58 41

税引前四半期純利益 760 363 △82 △215 △123 △59

法人税、住民税及び事業税 311 214 1 1 1 1

過年度法人税等 － － － 23 － －

法人税等調整額 － － － － － －

四半期純利益 449 148 △84 △240 △125 △60
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