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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 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 3,514 △44.7 3,424 △45.4 327 △88.4 330 △87.9 149 △89.5

18年３月期 6,350 35.0 6,269 35.5 2,820 107.7 2,732 100.2 1,421 2.6

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 2,338 92 2,279 1 1.1 1.1 9.3

18年３月期 29,627 32 28,617 49 15.1 10.6 44.4

（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

　　　　期中平均株数 19年３月期 63,720株 18年３月期 47,978株

(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 29,181 13,656 46.8 214,318 5 1,025.3

18年３月期 29,556 13,891 47.0 218,015 72 1,032.3

（参考）自己資本 19年３月期 13,656百万円 18年３月期 13,891百万円

(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 △1,872 △213 △377 2,312

18年３月期 △4,648 △208 7,524 4,775

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 中間期末 期末 年間

円 円 円 百万円 ％ ％

18年３月期 ― 6,000 6,000 382 20.3 3.7

19年３月期 ― 5,000 5,000 318 213.8 2.3

20年３月期（予想） 未定 未定 未定  ―  

（注）平成18年３月期末配当金の内訳は、普通配当5,000円、株式上場記念配当1,000円であります。

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）

　当社は、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあり、業績予想を適正に行うことが困難であります。このよ

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、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、21ページ「重要な会計方針の変更」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 63,720株 18年３月期 63,720株

②　期末自己株式数 19年３月期 ― 株 18年３月期 ― 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、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当事業年度のわが国経済は、設備投資や個人消費が底堅く推移し、11月には『いざなぎ景気』を超える戦後最長の

景気拡大が実現しました。高水準の企業収益や雇用者所得の緩やかな増加によって持続的な景気拡大が続いているこ

とから、日銀はゼロ金利政策を解除し追加利上げに踏み切りました。

　こうしたなか、東京株式市場は期初から急落して始まり、６月には日経平均株価が14,000円まで下落しました。量

的緩和の解除後、日銀が急速に当座預金残高を減少させたことから、世界的な流動性の縮小に対する懸念が強まり、

ヘッジファンドを中心にポジション調整が進んだためです。しかし調整一巡後は、米国の利上げ休止や世界経済の拡

大を受けて世界的な株価上昇の流れが加速し、日経平均株価は約７年ぶりに18,000円台を回復しました。ただ年明け

後は、米国の景気減速懸念から再び調整を余儀なくされ、ボックス圏での動きとなりました。

　他方、債券市場は、一年を通じて堅調な相場展開となりました。世界の経済成長が長期化する一方で、各国中央銀

行がインフレをうまくコントロールできているとの見方から、長期金利は安定的に推移しました。またエネルギー価

格の下落を受けて、消費者物価の上昇率も低下し債券市場への資金流入を促し、10年国債利回りは一時1.5％台まで低

下しました。

　このような状況のもと、当社は新規顧客獲得に向けた営業努力を重ねましたが、当事業年度における営業収益は前

事業年度比55.3％の35億14百万円、経常利益は同12.1％の３億30百万円及び当期純利益は同10.5％の１億49百万円と

大幅な減収減益となりました。

　当事業年度の主要な収益・費用等の状況は次のとおりであります。

①受入手数料

　当事業年度の受入手数料の合計は、21億54百万円（前事業年度比45.9％）となりました。内訳は以下のとおりで

あります。

ａ．委託手数料 

当事業年度における東証１日平均出来高は20億61百万株（前事業年度比86.1％）、同売買代金は２兆7,571億８

百万円（同114.7％）となりましたが、当社の受託売買代金は3,424億37百万円（同52.5％）となりました。株

式委託手数料収入は18億72百万円（同47.4％）と減少いたしました。また、債券委託手数料等を加えた委託手

数料合計は18億88百万円（同47.6％）となりました。

ｂ．引受け・売出し手数料

当事業年度における株式発行市場では、公開引受業務の主幹事として㈱ギガプライズの主幹事を務めることが

出来ました。その結果、引受け・売出し手数料は22百万円（前事業年度比5.1％）となりました。

ｃ．募集・売出しの取扱手数料

当事業年度における受益証券の募集・売出しの取扱高は66億28百万円（前事業年度比163.4％）となり、受益証

券の取扱手数料は１億60百万円（同169.2％）となりました。その他株券等を加えた募集・売出しの取扱手数料

合計は１億66百万円（同75.5％）となりました。

ｄ．その他の受入手数料

投資信託の代行手数料が中心であるその他の受入手数料は77百万円（前事業年度比104.0％）となりました。

②トレーディング損益

　前事業年度に引き続き外債の販売等に注力しました結果、７億２百万円（前事業年度比68.3％）の利益となりま

した。

③金融収支

　主として信用取引貸付金の平均残高が前事業年度比141.8％と増加したことなどにより、金融収益３億84百万円

（前事業年度比166.8％）から金融費用89百万円（同110.8％）を差し引いた金融収支は２億94百万円（同197.3％）

となりました。
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④その他の営業収益

　主として他の事業の経営に関する相談に応じる業務に対する手数料を計上しており、合計は２億72百万円（前事

業年度比69.3％）となりました。

⑤販売費・一般管理費

　当事業年度は、東京支店（現本店）の増床により不動産関係費等が増加いたしましたが、経費削減に努めました

結果、販売費・一般管理費合計は30億97百万円（前事業年度比89.8％）となりました。

⑥特別損益

　特別利益は役員退職慰労金戻入等により18百万円となりました。一方、特別損失は店舗の増床によるレイアウト

変更等に伴う除却等の損失41百万円及び機器のリース契約解除損９百万円により合計50百万円となりました。

（次期の見通し）

　次期の見通しにつきましては、当社は平成19年２月以降に就任した現経営陣のもと、収益の多様化を図るととも

に、預かり資産の拡大に努め、国内株式市況に影響されにくい収益体制を確立してまいります。

　ただし、事業の性格上、市場環境の変動の影響を大きく受ける状況にあり、業績予想を適正に行うことが困難で

あります。こ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四半期

業績の開示を適時に行ってまいります。

　また、中期経営計画は開示しておりません。

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末の295億56百万円より３億74百万円減少し、291億81百万円と

なりました。主な要因は、顧客分別金信託を含む預託金が47億85百万円減少しました一方、信用取引資産が44億６

百万円増加したことによるものであります。負債につきましては、前事業年度末の156億64百万円より１億38百万円

減少し155億25百万円となりました。主な要因は、信用取引負債が44億46百万円増加しました一方、預り金が26億86

百万円、受入保証金２億79百万円及び未払法人税等が12億27百万円等減少したことによるものであります。

　純資産につきましては、前事業年度末の138億91百万円より２億35百万円減少し、136億56百万円となりました。

主な要因は、配当支払いによる３億82百万円の減少と当期純利益１億49百万円の増加によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前事業年度末に比べ24億62百万円の減少となり、23億12

百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度における46億48百円の支出から18億72百万円の支出となりま

した。

　主な内訳は、税引前当期純利益２億98百万円を計上したことによる収入、顧客分別金信託の減少による24億６百

万円の収入がありました一方、預り金26億86百万円及び受入保証金２億79百万円が減少したことによる支出、法人

税等の支払12億56百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による１億66百万円の支出、店舗等の保証

金差入による46百万円の支出等がありましたため、２億13百万円の支出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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額３億77百万円によるものであります。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％) 22.1 47.0 46.8

時価ベースの自己資本比率（％) ― 94.9 35.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ―

・自己資本比率：自己資本／総資産

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注）１．当社は平成18年３月６日に上場いたしましたので、時価ベースの自己資本比率につきましては平成17年

３月期は記載しておりません。

また、「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」及び「インタレスト・カバレッジ・レシオ」につきま

しては、該当はありません。

２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(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政策のひとつとして認識し、安定的な配当の継続を前提としつつ、業

績に応じた適切な利益還元を行うことを基本方針としております。

　併せて、内部留保の充実による企業体質の強化を図り、収益性のある事業への有効投資による企業価値の増大を目

指すことで、株主の皆様のご期待に応える努力を行ってまいります。

　当期の配当につきましては、当社の利益配分に関する基本方針および配当政策の継続性を重視し、１株5,000円を定

時総会に付議する予定でございます。

(4）事業等のリスク

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

いて、現在において認識している主要なリスクは以下のようなものがあります。当社はこれらのリスク発生の可能性

を認識したうえで発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

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

1. 証券業について

(1) 法的規制について

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

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

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

　主な法令・規則等（概要）は以下のとおりであります。

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

の元引受業務、有価証券の募集・売出し業務、疑わしい取引の届出等）

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

ないことが必要）

※当社比率は平成18年３月期1032.3％、平成19年３月期1025.3％となっております。

③証券会社の分別保管に関する内閣府令（顧客資産の分別保管を行う）

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

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

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

⑦投資者保護基金に関する命令（証券会社の破綻から投資家資産を保護）

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

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

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

及ぼす可能性があります。
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(2) 競合について

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

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

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

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

ります。

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

後の法改正や規制緩和などの影響により、競争環境が激化していく過程において、当社が投資者から選別される

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

す。

(3) 株式市況の変動について

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

計比率は、平成18年３月期78.4％、平成19年３月期73.3％と高水準に推移しております。従って株式相場の下落

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

　当社は相場環境に左右されやすい株式売買委託手数料等に依存しない体質の確立をめざして収益の多様化を図っ

ておりますが、当社のとっている対応以上の市況変動がある場合、当社の財政状態や経営成績が大きく変動する

可能性があります。

(4) 手数料率について

　現在の当社の収益構造は、株式委託売買業務からの収益が大半を占めているため、市況の変動による株式取引

量の減少、委託手数料の引き下げ競争による委託手数料率の低下または委託手数料の据え置きによる取引シェア

低下などの要因により、収益に与える影響が大きくなる可能性があります。

2. 当社の概況について

(1) 経営方針

①人材の確保および育成について

　当社は、「世界のマーケットに新しい風を」という基本コンセプトのもと、「証券のプロの集団」として、

お客さまの資産運用・ポートフォリオのニーズにあわせ、「旬」で、良質な商品、良質なサービスを平易な言

葉で提供してまいります。

　その実現のためには、広範な経済知識とともに高度な証券サービスを提供できる人材の育成並びに経験と実

績があるスタッフが不可欠であります。当社は、平成14年３月期より継続的な新卒採用を行うと同時に、即戦

力となる専門知識を持つ人材を中途採用するなど経営の基盤となる人的資源に係る強化を行ってまいりまし

た。

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

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

②成長企業支援について

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

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

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

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

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

績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 業務の状況

①信用取引について

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

引口座の開設にあたり、投資の知識・経験など顧客属性を適正に管理し、担保不足が生ずるなどのリスク回避

に努めております。しかしながら市況変動に伴い、信用取引で多額の損失が発生し顧客が決済処理できない場

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

付金の一部又は全部を回収できなくなる可能性があります。そのような場合、当社の財政状態や経営成績に悪

影響を与えることが考えられます。
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　また、当社は信用取引にかかる資金を一部証券金融会社から借入れております。借入の担保とした有価証券

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

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

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

②引受業務について

　当社は主幹事案件を含め引受業務を行っておりますが、その募集販売業務において募集額が引受額に未達と

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

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

③システムについて

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

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

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

内部管理体制の手順を整備しておりますので、適切な対応が可能であると考えております。

　しかしながら、システム障害などへの対応に遅れなどが発生した場合には、当社への信頼低下にとどまらず、

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

④資金調達について

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

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

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

対応可能な体制を整えております。

　しかしながら、不測の事務処理ミスや重大な過誤注文の発生又は何らかの事由により当社の信用力が低下す

るなどして、必要資金の調達ができない場合や通常よりも著しく不利な条件での調達となった場合には、当社

の財政状態や経営成績に悪影響を与える可能性があります。

(3) 内部管理

①コンプライアンスについて

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

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

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

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

めております。

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

る可能性は完全に排除できないと考えております。

②顧客管理について

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

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

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

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

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

当社におきましては、顧客情報等の書類及び法定帳簿の具体的な管理方法や顧客データへのアクセス制限・使

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

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

当社の信用が低下することが考えられ当社の経営成績に悪影響が生じる可能性があります。
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③内部者取引の防止について

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

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

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

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

意して不公正な取引が行われないよう監視しております。

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

る投資者の信頼を失うことが考えられ、当社の財政状態、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 光陽ホールディングスグループとの関係について

　筆頭株主について

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

ループの企業経営を行っており、川路耕一氏及び関連企業１社において当事業年度末日現在発行済株式総数の

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

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

であり、当社の事業運営に関して一定の影響力を有しております。

(5）その他

ストックオプションについて

　当社はストックオプション制度を採用しております。平成16年６月28日開催の定時株主総会及び平成17年９

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

関する決議を行い、新株予約権を付与しております。

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

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

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

す。

(5）訴訟等について

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

ますが、何らかの理由によりトラブルが発生した場合は、訴訟等に発展し、万一当社の主張が認められなかっ

た場合には、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
該当事項はありません。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、平成19年４月１日より社名を「インヴァスト証券」といたしました。「世界のマーケットに新しい風を」

という基本コンセプトのもと、広くグローバルな金融マーケットの中から選りすぐった商品・サービスをご提供した

い、そんな思いを込めた社名です。社名変更とともに、お客さまに接する際のすべての基本となる「行動指針」を「誠

実＝インテグリティ」と致しました。インテグリティ integrity は客観的に誰からみても誠実ということで、自分自

身で主観的にまじめさを表現するオネスティ honesty よりも重い言葉です。 当社は、金融を業とすることの原点は

「インテグリティ」にあると考えております。企業の社会的責任やコンプライアンスは当然のこととして、インテグ

リティを常に意識して行動いたします。

　家計が抱える千五百兆円の金融資産を活かし、個人が「貯蓄から投資へ」の流れを加速すれば、日本経済の活力が

増すと言われております。そのために、当社に課されたミッションは以下の三つであると考えております。 

①世の中の変化をキャピタルゲインとして提供すること 

②金融商品の魅力とリスクをわかりやすく説明すること 

③資本市場に送り出せる企業を発掘し育成すること 

　当社は、「証券のプロの集団」として、お客さまの資産運用・ポートフォリオのニーズに合わせ、「旬」で、良質

な商品、良質なサービスを、平易な言葉でご提供いたします。

　そのミッションを遂行するためにはまず、ガバナンスの確立が重要です。

　このたびの経営陣は、それぞれの分野において専門知識と豊富な経験や実績を持つメンバーであり、コンプライア

ンス体制、引受審査体制等を一段と整備強化いたします。

　当社がめざすのは、「お客さまが資産を安心して託すことができる証券会社」です。 

　これからも、お客さま一人ひとりに信頼していただけるよう、情熱を持って、インテグリティな対応を心がけてま

いります。

(2）目標とする経営指標

　お客様の信頼の証である預かり資産について、平成20年３月に「稼動資産4,000億円」の数値目標を掲げております。

(3）中長期的な会社の経営指標

　当社は、当社の３つのミッションである、①世の中の変化をキャピタルゲインとして提供すること、②金融商品の

魅力とリスクをわかりやすく説明すること、③資本市場に送り出せる企業を発掘し育成することを実現するために、

以下の方針に基づき、中長期の安定成長を目指して参ります。

1．当社は国内外の株式、債券、投資信託等に関する調査を行い、魅力ある商品の仕入れ及び組成機能を確立し、当

社における売れ筋商品取り扱いラインナップを拡充するために平成19年４月１日に発足いたしました商品部を強

化して参ります。

2．グローバルなマーケットから、旬で、良質なサービス・良質な商品を選りすぐり、平易な言葉でその魅力とリス

クをご説明する体制を整えてまいります。

3．対面取引に特化してまいりました販売戦略について、販売チャネルの多様化を検討し、お客様の利便性向上を図

り、販売力の強化を図って参ります。

4．引受及び引受審査機能の更なる拡充を図り、成長性のある企業の資金調達支援を行って参ります。

(4）会社の対処すべき課題

　当社は、株式市況に左右されない安定した収益体制を確立することが重要な経営課題であると認識し、ブローカレッ

ジ業務、ＩＰＯ業務を中心としつつ、収益の多様化を図ってまいります。このような状況において、厳正なコンプラ

イアンス体制の維持及び継続的な改善を行い、さらなる社会的信頼を勝ち得る内部管理体制の構築を行います。

　なお、昨年12月19日付で証券取引等監視委員会は、当社の使用人に係る法令違反の事実及び当社の役員（同12月20

日付退任）に係る外務員の職務に関する著しく不適当な行為の事実が認められた件に基づき、該当者２名に対し個人

勧告を致しました。この個人に対する勧告を受けたことによって、お客様はもとより、株主を始めとする関係者の皆

様に多大なるご迷惑やご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。当社は平素より内部管理体制

の拡充に努めてまいりましたが、今回の勧告を厳粛に受け止め、ご指摘いただいた内容について是正対応を講じると

ともに、さらに充実した内部管理体制の再構築につとめ、再発防止に取り組んでまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　特に記載する事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

第47期
(平成18年３月31日)

第48期
(平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(資産の部)

流動資産

現金・預金 514 445 △69

預託金 12,276 7,491 △4,785

信用取引資産 15,456 19,862 4,406

信用取引貸付金 15,334 19,763 4,428

信用取引借証券担保金 121 99 △22

短期差入保証金 60 30 △30

前払費用 8 27 18

未収収益 197 198 1

繰延税金資産 173 34 △138

その他の流動資産 80 165 84

貸倒引当金 △5 △5 △0

流動資産計 28,762 97.3 28,249 96.8 △513

固定資産

有形固定資産 ※1 184 0.6 249 0.9 64

建物 114 151 36

器具・備品 52 56 4

土地 17 17 ―

建設仮勘定 ― 23 23

無形固定資産 23 0.1 61 0.2 37

商標権 ― 5 5

ソフトウェア 9 27 18

電話加入権 14 13 △0

その他 0 14 14

投資その他の資産 585 2.0 622 2.1 36

投資有価証券 ※2 334 330 △3

出資金 1 1 ―

従業員長期貸付金 8 12 3

長期差入保証金 228 268 39

長期前払費用 10 8 △1

長期未収入金 1 0 △1

その他 0 0 0

貸倒引当金 △0 △0 0

固定資産計 793 2.7 932 3.2 138

資産合計 29,556 100.0 29,181 100.0 △374
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第47期
(平成18年３月31日)

第48期
(平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(負債の部)

流動負債

信用取引負債 ※2 4,870 9,317 4,446

信用取引借入金 4,582 9,117 4,535

信用取引貸証券受入金 288 199 △89

預り金 7,177 4,490 △2,686

　顧客からの預り金 6,838 4,320 △2,517

　その他 338 170 △168

受入保証金 1,616 1,337 △279

前受収益 0 0 0

未払金 75 29 △45

未払費用 252 138 △113

未払法人税等 ※3 1,245 18 △1,227

役員賞与引当金 118 ― △118

流動負債計 15,356 52.0 15,333 52.5 △23

固定負債

繰延税金負債 2 1 △1

退職給付引当金 96 96 △0

長期未払金 136 26 △109

その他の固定負債 8 4 △3

固定負債計 245 0.8 129 0.5 △115

特別法上の準備金

証券取引責任準備金 ※5 62 62 △0

特別法上の準備金計 62 0.2 62 0.2 △0

負債合計 15,664 53.0 15,525 53.2 △138
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第47期
(平成18年３月31日)

第48期
(平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(資本の部)

資本金 ※4 5,954 20.2 ― ― ―

資本剰余金

資本準備金 5,056 ―

資本剰余金合計 5,056 17.1 ― ― ―

利益剰余金

利益準備金 86 ―

任意積立金

別途積立金 984 ―

当期未処分利益 1,805 ―

利益剰余金合計 2,876 9.7 ― ― ―

その他有価証券評価差額金 4 0.0 ― ― ―

資本合計 13,891 47.0 ― ― ―

負債・資本合計 29,556 100.0 ― ― ―
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第47期
(平成18年３月31日)

第48期
(平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

株主資本         

資本金   ― ―  5,954 20.4 ―

資本剰余金         

資本準備金  ―   5,056    

資本剰余金合計   ― ―  5,056 17.3 ―

利益剰余金         

利益準備金  ―   86    

その他利益剰余金         

任意積立金  ―   984    

繰越利益剰余金  ―   1,571    

利益剰余金合計   ― ―  2,643 9.1 ―

株主資本合計   ― ―  13,654 46.8 ―

評価・換算差額等         

その他有価証券評価
差額金

  ― ―  1 0.0 ―

評価・換算差額等合計   ― ―  1 0.0 ―

純資産合計   ― ―  13,656 46.8 ―

負債純資産合計   ― ―  29,181 100.0 ―
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(2）損益計算書

第　　47　　期
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

第　　48　　期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

営業収益

受入手数料 4,698 2,154 △2,543

委託手数料 3,966 1,888 △2,078

引受け・売出し手数料 435 22 △413

募集・売出しの取扱手数料 220 166 △54

その他 74 77 3

トレーディング損益 ※1 1,028 702 △326

金融収益 ※2 230 384 154

その他の営業収益 392 272 △120

営業収益計 6,350 100.0 3,514 100.0 △2,835

金融費用 ※9 81 1.3 89 2.6 8

純営業収益 6,269 98.7 3,424 97.4 △2,844

販売費・一般管理費

取引関係費 ※3 387 336 △50

人件費 ※4 2,258 1,819 △438

不動産関係費 ※5 349 492 143

事務費 ※6 222 247 24

減価償却費 45 48 3

租税公課 ※7 56 48 △7

貸倒引当金繰入れ  ― 0 0

その他 ※8 128 102 △25

販売費・一般管理費計 3,448 54.3 3,097 88.1 △350

営業利益 2,820 44.4 327 9.3 △2,493

営業外収益 ※10 7 0.1 6 0.2 △0

営業外費用 ※11 94 1.5 2 0.1 △91

経常利益 2,732 43.0 330 9.4 △2,402

特別利益

投資有価証券売却益 0 ― △0

証券取引責任準備金戻入 ― 0 0

貸倒引当金戻入 8 ― △8

役員退職慰労金戻入 ― 18 18

特別利益　計 8 0.1 18 0.5 9

特別損失

固定資産処分損 ※12 44 41 △3

減損損失 ※13 32 ― △32

リース契約解除損 ― 9 9

証券取引責任準備金繰入れ 1 ― △1

その他 6 ― △6

特別損失　計 84 1.3 50 1.4 △34

税引前当期純利益 2,656 41.8 298 8.5 △2,358

法人税、住民税及び事業税 ※14 1,347 10 △1,337

法人税等調整額 △112 1,235 19.4 138 149 4.3 251

当期純利益 1,421 22.4 149 4.2 △1,272

前期繰越利益 383 ― ―

当期未処分利益 1,805 ― ―
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(3）株主資本等変動計算書

第　　48　　期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

任意積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

5,954 5,056 5,056 86 984 1,805 2,876 13,887

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △382 △382 △382

当期純利益      149 149 149

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

― ― ― ― ― △233 △233 △233

平成19年３月31日　残高
（百万円）

5,954 5,056 5,056 86 984 1,571 2,643 13,654

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

4 4 13,891

事業年度中の変動額

剰余金の配当   △382

当期純利益   149

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△2 △2 △2

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△2 △2 △235

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1 1 13,656
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(4）キャッシュ・フロー計算書

第　　47　　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 2,656 298  

減価償却費 45 48  

減損損失 32 ―  

貸倒引当金増減額（△は減少額） △8 0  

証券取引責任準備金増減額（△は減少額） 1 △0  

退職給付引当金増減額（△は減少額） 11 △0  

役員退職慰労引当金増減額（△は減少額） △132 ―  

役員賞与引当金増減額（△は減少額） △3 △118  

固定資産処分損 20 32  

投資有価証券売却益 △0 ―  

受取利息及び受取配当金 △13 △53  

新株発行費 46 ―  

株式公開関連費用 43 ―  

顧客分別金信託の増減額（△は増加額） △1,537 2,406  

トレーディング商品の増減額 608 ―  

約定見返勘定の増減額 △608 △27  

信用取引資産の増減額（△は増加額） △3,381 △4,406  

信用取引負債の増減額（△は減少額） △3,865 4,446  

立替金の増減額（△は増加額） △1 0  

短期差入保証金の増減額（△は増加額） △29 30  

貸付金の増減額（△は増加額） △8 1  

預り金の増減額（△は減少額） 1,281 △2,686  

受入保証金の増減額（△は減少額） 550 △279  

未払費用の増減額（△は減少額） 79 △107  

長期未収入金の増減額 1 1  

長期未払金の増減額（△は減少額） 136 △109  

その他 △153 △141  

小計 △4,228 △663 3,565

利息及び配当金の受取額 13 53  

株式公開関連費用の支払額 △37 △6  

法人税等の支払額 △395 △1,256  

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,648 △1,872 2,776

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の売却による収入 ― 0  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △149 △166  

投資有価証券の売却による収入 0 10  

投資有価証券の取得による支出 ― △10  

長期差入保証金の返還による収入 32 7  

長期差入保証金の差入による支出 △83 △46  

長期貸付金による支出 △8 △9  

その他 △0 2  

投資活動によるキャッシュ・フロー △208 △213 △4

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 7,875 ―  

配当金の支払額 △350 △377  

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,524 △377 △7,901

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
（△）

2,667 △2,462 △5,129

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,107 4,775 2,667

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 4,775 2,312 △2,462
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(5）利益処分計算書

第47期
株主総会承認年月日
平成18年６月29日

区分
注記
番号

金額（百万円）

当期未処分利益 1,805

利益処分額

　利益準備金 ―

　配当金 （注）382

　任意積立金

　　別途積立金 ― 382

次期繰越利益 1,422

（注）第47期配当金　１株につき6,000円

内訳：普通配当　　　5,000円

　　　上場記念配当　1,000円
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重要な会計方針

項目
第　　47　　期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．トレーディングに関する

有価証券等の評価基準及

び評価方法

トレーディング商品（売買目的有価証券）

及びデリバティブ取引等については、時価

法（売却原価は移動平均法により算定）を

採用しております。

同　　　左

２．トレーディング関連以外

の有価証券等の評価基準

及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの

時価をもって貸借対照表価額とし、取得

原価（移動平均法により算定）との評価

差額を全部資本直入する方法によってお

ります。

その他有価証券

・時価のあるもの

時価をもって貸借対照表価額とし、取得

原価（移動平均法により算定）との評価

差額を全部純資産直入する方法によって

おります。

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっておりま

す。

・時価のないもの

　同　　　左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は下記のとおりで

あります。

(1) 有形固定資産

同　　　左

建物　　　　　 ８年～50年

器具及び備品　 ４年～15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、

社内における利用可能期間（5年）に

基づく定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

同　　　左

４．繰延資産の処理方法 ・新株発行費

支出時に全額費用として処理しておりま

す。

―
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項目
第　　47　　期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

５．引当金及び準備金の計上

基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については、貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し回収不能見

込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同　　　左

(2) 役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に支給さ

れる役員賞与に備えるため、当期発生

額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

同　　　左

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、「退

職給付会計に関する実務指針（中間報

告）」（日本公認会計士協会会計制度

委員会報告第13号平成11年９月14日）

に定める簡便法に基づき自己都合退職

による期末要支給額の100％を計上し

ております。

(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条及び「証券会社に関す

る内閣府令」第35条の定めるところに

より算出した額を計上しております。

(4) 証券取引責任準備金

同　　　左

６．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同　　　左

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、要求払預金及び取得日から３ヶ

月以内に満期日の到来する流動性の高い容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない短期的な

投資を資金の範囲としております。

同　　　左

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

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。

消費税等の会計処理

同　　　左
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会計処理方法の変更

第　　47　　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19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）

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年12月９

日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は13,656百万円であ

ります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

（ストック・オプション等に関する会計基準）

当事業年度より「ストック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号平成17年12月27日）及び「ス

トック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号平成18年５月31日）を適用して

おります。

これによる損益に与える影響はありません。

追加情報

第　　47　　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（役員退職慰労引当金）

役員退職慰労引当金については従来内規に基づき算出した

要支給額を計上しておりましたが、経営改革の一環として

役員の報酬体系の見直しを行い平成17年６月28日開催の第

46期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を

廃止しました。これにより、貸借対照表に計上しておりま

した「役員退職慰労引当金」の前事業年度末残高と制度廃

止までの必要額の合計額を「長期未払金」に振替えており

ます。

（スプレッド方式による新株発行）

平成18年３月５日付有償一般募集による新株式の発行は、

引受証券会社が引受価額で買取引受を行い、これを引受価

額と異なる募集価額（発行価格）で一般投資家に販売する

スプレッド方式によっております。

スプレッド方式では募集価額（発行価格）と引受価額との

差額が、引受証券会社に対する事実上の引受手数料となる

ことから、当社から引受証券会社への引受手数料の支払は

ありません。当該新株発行に係る募集価額（発行価格）の

総額と引受価額の総額との差額は578百万円であり、引受

価額と同一の発行価格で一般投資家に販売する従来の方式

であれば、新株発行費として処理されていたものでありま

す。

このため、従来の方式によった場合に比べ、新株発行費の

額と資本金及び資本準備金合計額はそれぞれ578万円少な

く、経常利益及び税引前当期純利益は同額多く計上されて

おります。

 ―
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注記事項

（貸借対照表関係）

第　　47　　期
（平成18年３月31日）

第　　48　　期
（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

百万円

建物 102

器具・備品 61

計 163

百万円

建物 105

器具・備品 65

計 170

※２．担保に供されている資産の状況 ※２．担保に供されている資産の状況

被担保債務 担保に供されている資産

科目
期末残高
(百万円)

投資有
価証券
(百万円)

保管有
価証券
(百万円)

計
(百万円)

信用取引借入金 4,582 ― ― ―

短期借入金 ― 316 ― 316

計 4,582 316 ― 316

被担保債務 担保に供されている資産

科目
期末残高
(百万円)

投資有
価証券
(百万円)

保管有
価証券
(百万円)

計
(百万円)

信用取引借入金 9,117 ― ― ―

短期借入金 ― 316 ― 316

計 9,117 316 ― 316

（注）１．上記表の金額は、貸借対照表計上額によってお

ります。

２．保管有価証券は貸借対照表に計上しておりませ

ん。

３．上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を

信用取引借入金の担保として3,310百万円、保

管有価証券116百万円を先物取引売買証拠金の

代用として差入れております。

（注）１．上記表の金額は、貸借対照表計上額によってお

ります。

２．保管有価証券は貸借対照表に計上しておりませ

ん。

３．上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券を

信用取引借入金の担保として5,097百万円、保

管有価証券19百万円を先物取引売買証拠金の代

用として差入れております。

担保として差入れた又は受入れた有価証券の時価額は以下

のとおりであります。

担保として差入れた又は受入れた有価証券の時価額は以下

のとおりであります。

項目
金額

(百万円)

差入れた有価証券

信用取引貸証券 306

信用取引借入金の本担保証券 4,728

差入保証金代用有価証券 ―

受入れた有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 15,110

信用取引借証券 126

受入証拠金代用有価証券 116

受入保証金代用有価証券 16,583

項目
金額

(百万円)

差入れた有価証券

信用取引貸証券 205

信用取引借入金の本担保証券 9,035

差入保証金代用有価証券 ― 

受入れた有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 18,716

信用取引借証券 102

受入証拠金代用有価証券 19

受入保証金代用有価証券 13,738

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額 ※３．未払法人税等に含まれている諸税金の未納付額

法　人　税 826 百万円

住　民　税 175

事　業　税 243

計 1,245

住　民　税 3 百万円

事　業　税 15

計 18
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第　　47　　期
（平成18年３月31日）

第　　48　　期
（平成19年３月31日）

※４．資本金 ―

授権株式数

普通株式 186,880 株

発行済株式総数

普通株式 63,720 株

・平成17年８月１日付で株式100株を１株に併合を

行っております。

・平成18年３月５日付で17,000株の公募新株式の発

行を行っております。

※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。

証券取引責任準備金　　　証券取引法第51条

※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。

同　　　左

　６．有価証券の時価評価により純資産が４百万円増加し

ております。なお、当該金額は商法施行規則第124

条第３号の規定により、配当に充当することを制限

されております。

―

― ７．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金

融機関４行と当座貸越契約及び貸出コミットメント

契約を締結しております。これらの契約に基づく当

事業年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントの総額
3,125

百万円

借入実行残高 ―

差引額 3,125

なお、前事業年度における借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントの総額
1,125

百万円

借入実行残高 ―

差引額 1,125
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（損益計算書関係）

第　　47　　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．トレーディング損益の内訳 ※１．トレーディング損益の内訳

区分
実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

株券等トレーディング損益 47 ― 47

債券等・その他のトレーディ
ング損益

981 ― 981

債券等トレーディング損
益

981 ― 981

その他のトレーディング
損益

― ― ―

計 1,028 ― 1,028

区分
実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

株券等トレーディング損益 3 ― 3

債券等・その他のトレーディ
ング損益

699 ― 699

債券等トレーディング損
益

699 ― 699

その他のトレーディング
損益

― ― ―

計 702 ― 702

※２．金融収益の内訳 ※２．金融収益の内訳

百万円

信用取引収益 217

受取配当金・受取債券利子 11

受取利息・その他 2

計 230

百万円

信用取引収益 330

受取配当金・受取債券利子 42

受取利息・その他 10

計 384

※３．取引関係費の内訳 ※３．取引関係費の内訳

百万円

支 払 手 数 料 59

取 引 所 ・ 協 会 費 71

通 信 ・ 運 送 費 133

旅 費 ・ 交 通 費 72

広 告 宣 伝 費 12

交 際 費 38

計 387

百万円

支 払 手 数 料 30

取 引 所 ・ 協 会 費 48

通 信 ・ 運 送 費 136

旅 費 ・ 交 通 費 69

広 告 宣 伝 費 13

交 際 費 37

計 336

※４．人件費の内訳 ※４．人件費の内訳

百万円

報 酬 ・ 給 料 1,927

福 利 厚 生 費 174

役員賞与引当金繰入れ 118

退職給付費用 38

計 2,258

百万円

報 酬 ・ 給 料 1,621

福 利 厚 生 費 161

退職給付費用 37

計 1,819

※５．不動産関係費の内訳 ※５．不動産関係費の内訳

百万円

不 動 産 費 240

器 具 ・ 備 品 費 108

計 349

百万円

不 動 産 費 371

器 具 ・ 備 品 費 121

計 492
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第　　47　　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※６．事務費の内訳 ※６．事務費の内訳

百万円

事務委託費 170

事務用品費 51

計 222

百万円

事務委託費 192

事務用品費 54

計 247

※７．租税公課の内訳 ※７．租税公課の内訳

百万円

印紙税 1

事業所税 4

固定資産税 1

控除対象外消費税等 2

事業税（外形標準課税） 44

その他 1

計 56

百万円

印紙税 0

事業所税 5

固定資産税 1

控除対象外消費税等 1

事業税（外形標準課税） 31

その他 8

計 48

※８．その他の内訳 ※８．その他の内訳

百万円

教育研修、従業員採用費 65

図書新聞費 12

水道光熱費 22

会議費・会費 4

証券事故損 2

その他 21

計 128

百万円

教育研修、従業員採用費 42

図書新聞費 6

水道光熱費 24

会議費・会費 4

証券事故損 4

その他 19

計 102

※９．金融費用の内訳 ※９．金融費用の内訳

信用取引費用 81 百万円 信用取引費用 83 百万円

支払利息 6  

計 89  

※10．営業外収益

　営業外収益の主な内容は、為替差益４百万円、雑

益２百万円であります。

※10．営業外収益

　営業外収益の主な内容は、為替差益２百万円、雑

益３百万円であります。

※11．営業外費用

　営業外費用の主な内容は、繰延資産（新株発行

費）償却費46百万円、株式公開関連費用43百万円等

であります。

※11．営業外費用

　営業外費用の主な内容は、遊休資産の管理費２百

万円等であります。

※12．固定資産処分損

　店舗統廃合に伴う除却等によるものであります。

※12．固定資産処分損

　店舗増床によるレイアウト変更等に伴う除却等に

よるものであります。
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第　　47　　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※13．減損損失

　当社は当事業年度において、以下の資産グループ

について減損損失を計上いたしました。

―

場所 用途 種類
減損損失
金額

（百万円）

神戸市灘区 遊休資産
土地 24

建物 8

合計 32

　当社は、営業用店舗につきましては店舗毎に継続

的な収支の把握を行っていることから本店及び各支

店をグルーピングの最小単位としております。また、

賃貸用不動産及び遊休資産につきましては各資産を

グルーピングの最小単位としております。上記物件

につきましては、店舗の統廃合を進めたことにより、

新たに遊休状態となりましたため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として

特別損失に32百万円計上いたしました。

　なお、遊休資産の回収可能価額につきましては、

正味売却価額により測定しており、路線価を基に実

勢価額を加味して測定しております。

※14．法人税、住民税及び事業税 ※14．法人税、住民税及び事業税

法人税 928 百万円

住民税 199

事業税 219

計 1,347

法人税 2 百万円

住民税 7

事業税 0

計 10
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（株主資本等変動計算書関係）

第48期（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
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 63,720 0 0 63,720

合計 63,720 0 0 63,720

自己株式

普通株式 0 0 0 0

合計 0 0 0 0

２．新株予約権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株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

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

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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 318 利益剰余金 5,000 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

第　　47　　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在）

百万円

現金・預金勘定 514

預託金勘定 12,276

預入期間が３か月を超える預金・

預託金

△239

顧客分別金信託 △7,777

現金及び現金同等物 4,775

百万円

現金・預金勘定 445

預託金勘定 7,491

預入期間が３か月を超える預金・

預託金

△253

顧客分別金信託 △5,370

現金及び現金同等物 2,312
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（リース取引関係）

第　　47　　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引に係る注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引に係る注記

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

器具・備品

取得価額相当額 55 百万円

減価償却累計額相当額 20

期末残高相当額 34

器具・備品

取得価額相当額 60 百万円

減価償却累計額相当額 27

期末残高相当額 32

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

1年内 10 百万円

1年超 25

合計 35

1年内 11 百万円

1年超 21

合計 33

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 9 百万円

減価償却費相当額 9

支払利息相当額 0

支払リース料 12 百万円

減価償却費相当額 11

支払利息相当額 1

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

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同　　　左
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（有価証券及びデリバティブ取引の状況）

前事業年度（平成18年３月31日現在）

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、取組方針及び利用目的

当社が行うトレーディング業務は、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するため、主として

顧客との取引から発生しております。取扱商品は①株式や債券などの商品有価証券②株価指数先物・債券先

物やこれらのオプション取引といった取引所取引の金融派生商品③先物外国為替取引など取引所取引以外の

金融派生商品の3種類に大別されます。

②トレーディングに係るリスクの内容(市場リスク・信用リスク)

トレーディングに伴って発生し、当社の財務状況に影響を与えるリスクとしては、主としてマーケットリス

クと取引先リスクがあります。マーケットリスクは、株式、金利、為替等の市場価格が変動することによっ

て発生するリスクであり、取引先リスクは、取引相手先が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクで、

リスク額の正確な把握が重要であると考えております。

③トレーディングに係るリスクの内容(管理方針・管理規程・管理部署の状況等)

当社のリスク管理の基本は、財務状況に合わせた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、トレーディング部門では、その運用基本方針等に沿っ

た社内管理規程に基づき取引を行い、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、信用リスクに対するリスク管理をすることになっております。

(2) 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2. トレーディングに係るもの以外

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

(2) 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。
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(3) その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

①　株　式 3 10 7

②　債　券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 3 10 7

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

①　株　式 ― ― ―

②　債　券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 3 10 7

(4) 当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

0 0 ―

(5) 時価評価されていない有価証券

①満期保有目的の債券

該当事項はありません。

②子会社株式及び関連会社株式

該当事項はありません。

③その他有価証券

内容 貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 324

(6) その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額

該当事項はありません。
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(7) デリバティブ取引の状況に関する事項

1．取引の内容

　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。

2．取引に対する取組方針

　外貨建営業取引上発生する為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は

行わない方針であります。

3．取引の利用目的

　為替予約取引は、外貨建営業取引上発生する外貨建金銭債権債務等に係る為替相場の変動によるリスクを

軽減することを目的として利用しており、ヘッジ会計を適用しております。

4．取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は信用度の高い大手銀行と取引していることから、契約履行上のリスクは極めて軽微と判断

しております。

5．取引に係るリスク管理体制

　営業サポート部市場課で為替予約の必要額を集計し、経理部において実需に基づく取引であることを確認

しております。

　また、計数的なリスク管理はリスク管理規程に従い、証券会社の自己資本規制比率に関する内閣府令によっ

て係数を経理部にて算定し、取締役会に対して毎月報告しております。

(8) 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

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

す。
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当事業年度（平成19年３月31日現在）

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、取組方針及び利用目的

当社が行うトレーディング業務は、顧客の資金運用やリスクヘッジなどのニーズに対応するため、主として

顧客との取引から発生しております。取扱商品は①株式や債券などの商品有価証券②株価指数先物・債券先

物やこれらのオプション取引といった取引所取引の金融派生商品③先物外国為替取引など取引所取引以外の

金融派生商品の3種類に大別されます。

②トレーディングに係るリスクの内容(市場リスク・信用リスク)

トレーディングに伴って発生し、当社の財務状況に影響を与えるリスクとしては、主としてマーケットリス

クと取引先リスクがあります。マーケットリスクは、株式、金利、為替等の市場価格が変動することによっ

て発生するリスクであり、取引先リスクは、取引相手先が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクで、

リスク額の正確な把握が重要であると考えております。

③トレーディングに係るリスクの内容(管理方針・管理規程・管理部署の状況等)

当社のリスク管理の基本は、財務状況に合わせた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、トレーディング部門では、その運用基本方針等に沿っ

た社内管理規程に基づき取引を行い、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、信用リスクに対するリスク管理をすることになっております。

(2) 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2. トレーディングに係るもの以外

(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

(2) 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。
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(3) その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

①　株　式 3 6 3

②　債　券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 3 6 3

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

①　株　式 ― ― ―

②　債　券 ― ― ―

③　その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 3 6 3

(4) 当事業年度中に売却したその他有価証券

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

10 ― ―

(5) 時価評価されていない有価証券

①満期保有目的の債券

該当事項はありません。

②子会社株式及び関連会社株式

該当事項はありません。

③その他有価証券

内容 貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 324

(6) その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額

該当事項はありません。
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(7) デリバティブ取引の状況に関する事項

1．取引の内容

　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。

2．取引に対する取組方針

　外貨建営業取引上発生する為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っており、投機的な取引は

行わない方針であります。

3．取引の利用目的

　為替予約取引は、外貨建営業取引上発生する外貨建金銭債権債務等に係る為替相場の変動によるリスクを

軽減することを目的として利用しており、ヘッジ会計を適用しております。

4．取引に係るリスクの内容

　為替予約取引は信用度の高い大手銀行と取引していることから、契約履行上のリスクは極めて軽微と判断

しております。

5．取引に係るリスク管理体制

　営業サポート部市場課で為替予約の必要額を集計し、経理部において実需に基づく取引であることを確認

しております。

　また、計数的なリスク管理はリスク管理規程に従い、証券会社の自己資本規制比率に関する内閣府令によっ

て係数を経理部にて算定し、取締役会に対して毎月報告しております。

(8) 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

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

す。
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（退職給付関係）

第47期（平成18年３月31日） 第48期（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退職一時金制度及び確

定拠出年金制度を設けております。

なお、確定拠出年金制度は当事業年度（平成18年１月）

より新たに開始しております。

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退職一時金制度及び確

定拠出年金制度を設けております。

 

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

退職給付債務 96 百万円

退職給付引当金 96 百万円

退職給付債務 96 百万円

退職給付引当金 96 百万円

退職給付債務は簡便法により自己都合退職による期末

要支給額の100％を計上しております。

退職給付債務は簡便法により自己都合退職による期末

要支給額の100％を計上しております。

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 35 百万円

確定拠出年金への

掛金支払額
3 百万円

退職給付費用 38 百万円

勤務費用 23 百万円

確定拠出年金への

掛金支払額
14 百万円

退職給付費用 37 百万円
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（ストック・オプション等関係）

第48期（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（税効果会計関係）

第47期（平成18年３月31日） 第48期（平成19年３月31日）

 　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳

（繰延税金資産）

未払従業員賞与 61 百万円

未払事業税 99

退職給付引当金超過額 39

役員退職慰労引当金超過額 55

固定資産減損損失 23

証券取引責任準備金超過額 25

その他 16

繰延税金資産小計 322

評価性引当額 △149

繰延税金資産合計 173

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △2 百万円

繰延税金資産（負債）の純額 170

（繰延税金資産）

未払従業員賞与 21 百万円

未払事業税 6

退職給付引当金超過額 39

役員退職慰労金未払額 10

固定資産減損損失 23

証券取引責任準備金超過額 25

その他 10

繰延税金資産小計 138

評価性引当額 △103

繰延税金資産合計 34

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △1 百万円

繰延税金資産（負債）の純額 33

　（注）法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率についての記載は、決算短信における開示の必要性が大き

くないと考えられるため開示を省略しております。

－ 38 －

インヴァスト証券㈱（8709） 平成19年３月期決算短信（非連結）



（持分法損益等）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

第47期（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
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

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
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主

（個人）及

びその近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社

光陽ホール

ディングス

（株）

東京都

中央区
3,800 持株会社 なし

兼任

１名

役務の

受入

合同研修費 15 ― ―

雑誌購読料 5 ― ―

計 20

　（注）１. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２. 取引条件は、一般取引と同様に決定しております。

３. 当社の主要株主川路耕一（当社非常勤取締役）及びその近親者が議決権の78.4％（直接65.8％・間接12.6％）

を保有しております。

第48期（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
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

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
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主

（個人）及

びその近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社

光陽ビジネ

スサービス

（株）

東京都

中央区
10

ソフト

ウェアの

制作及び

販売

なし
兼任

１名

役務の

受入

合同研修費 12 ― ―

雑誌購読料 1 ― ―

計 14

ＴＯＫＹＯ

企業情報

（株）

東京都

千代田

区

66

コンサル

タント業

Ｍ＆Ａ仲

介

なし
兼任

１名

役務の

受入

Ｍ＆Ａ業務

仲介
30 ― ―

　（注）１. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２. 取引条件は、一般取引と同様に決定しております。

３. 光陽ビジネスサービス（株）は、当社の主要株主川路耕一（当社非常勤取締役）及びその近親者が議決権の

81.7％（間接）を保有しております。

４．ＴＯＫＹＯ企業情報（株）は、当社の主要株主川路耕一（当社非常勤取締役）及びその近親者が議決権の

69.2％（直接14.3％、間接54.9％）を保有しております。
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（１株当たり情報）

第　　47　　期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（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 218,015円72銭

１株当たり当期純利益金額 29,627円32銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
28,617円49銭

１株当たり純資産額   214,318円 5銭

１株当たり当期純利益金額 2,338円92銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
2,279円 1銭

　平成17年８月１日に普通株式100株を１株に併合いたし

ました。

　なお、当該株式併合が前期首に行われたと仮定した場

合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりと

なっております。

前事業年度

1株当たり純資産額 104,791円96銭

1株当たり当期純利益金額 29,653円57銭

潜在株式調整後1株当たり当期
純利益金額

―　円

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

項　　　目
第　　47　　期

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（百万円） 1,421 149

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

（うち利益処分による役員賞与金） （―） （―）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,421 149

期中平均株式数（株） 47,978 63,720

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式追加数（株） 1,693 1,675

（うち新株予約権） (1,693) (1,675)

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）

第　　47　　期
（自　平成17年４月 1日
至　平成18年３月31日）

第　　48　　期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

― ―

－ 41 －

インヴァスト証券㈱（8709） 平成19年３月期決算短信（非連結）



５．その他
(1）役員の異動

　未　定

(2）その他

　該当事項はありません。
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平成 19 年 3 月期 決算資料 

1．手数料収入 

（1）科目別内訳 （単位：百万円） 

 第 47 期 第 48 期 前期比（％） 

委託手数料 3,966 1,888 47.6

（株 券） （  3,952） （  1,872） 47.4

（債 券） （    4） （    1） 25.5

（その他） （    9） （    14） 148.9

引受け・売出し手数料 435 22 5.1

（株 券） （   435） （    22） 5.1

（債 券） （    ―） （     ―） ―

募集・売出しの取扱手数料 220 166 75.5

その他の受入手数料 74 77 104.0

合計 4,698 2,154 45.9

 

（2）商品別内訳 （単位：百万円） 

 第 47 期 第 48 期 前期比（％） 

株券 4,547 1,921 42.3

債券 4 2 52.7

受益証券 145 230 158.6

その他 ― ― ―

合計 4,698 2,154 45.9

 

 

2．トレーディング損益 

（単位：百万円） 

 第 47 期 第 48 期 前期比（％） 

株券等 47 3 6.5

債券等 981 699 71.3

合計 1,028 702 68.3
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3．株式売買高（先物取引を除く） 

 （単位：千株、百万円） 

 第 47 期 第 48 期 前期比（％） 

 株数 金額 株数 金額 株数 金額 

合計 780,184 657,448 307,444 346,543 39.4 52.7

（自己） (65) (5,306) (27) (4,105) (41.5) (77.4)

（委託） (780,119) (652,141) (307,417) (342,437) (39.4) (52.5)

委託比率 99.9％ 99.2％ 99.9％ 98.8％

東証シェア 0.05％ 0.04％ 0.02％ 0.02％

1 株当たり 

委託手数料 
5 円 5銭 6 円 4銭 

 

 

4．引受・募集・売出の取扱高 

 （単位：千株、百万円） 

 第 47 期 第 48 期 前期比(％) 

株券 （株券） 247 2 0.6

〃 （金額） 7,408 360 4.9

債券 （額面金額） ― ― ―引受高 

コマーシャルペーパー及

び外国証書等 
（額面金額） ― ― ―

株券 （株券） 311 34 11.1

〃 （金額） 11,095 475 4.3

債券 （額面金額） 23,665 15,615 66.0

受益証券 （額面金額） 4,056 6,628 163.4

※募集・売出

の取扱高 

コマーシャルペーパー及

び外国証書等 
（額面金額） ― ― ―

※印は売出高及び私募の取扱高を含んでおります。 
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5．自己資本規制比率 

 （単位：百万円） 

 第 47 期 第 48 期 

基本的項目 資本合計 (Ａ) 13,505 13,335

補完的項目 評価差額金(評価益)等  4 1

 証券取引責任準備金等  62 62

 一般貸倒引当金  5 5

 計 (Ｂ) 72 70

控除資産  (Ｃ) 973 1,145

控除後自己資本  (Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) (Ｄ) 12,604 12,260

リスク相当額 市場リスク相当額 1 0

 取引先リスク相当額 325 408

 基礎的リスク相当額 894 786

 計 (Ｅ) 1,220 1,195

自己資本規制比率   (Ｄ)／(Ｅ)×100(％) 1,032.3％ 1,025.3％

（注）上記は証券取引法の規定にもとづき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」の定めにより決算 

   数値をもとに算出したものであります。 

 

 

6．役職員数 

                              （単位：人） 

 第 47 期 第 48 期 

役員 9 9 

従業員 195 202 
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損益計算書の四半期推移 

 

（単位：百万円） 

期別 

 

科目 

前第４四半期 

（18.１.１ 

18.３.31） 

当第１四半期

（18.４.１ 

18.６.30） 

当第２四半期 

（18.７.１ 

18.９.30） 

当第３四半期 

(18.10.１ 

18.12.31) 

当第４四半期

（19.１.１ 

19.３.31）

営業収益 1,578 1,043 906 735 830 

受入手数料 1,182 668 457 488 540 

トレーディング損益 262 203 245 93 159 

金融収益 58 113 85 91 94 

その他の営業収益 75 56 117 61 35 

金融費用 18 14 22 25 27 

純営業収益 1,560 1,028 883 710 802 

販売費・一般管理費 854 874 735 727 760 

取引関係費 89 92 75 78 90 

人件費 533 489 454 443 432 

不動産関係費 100 152 111 109 119 

事務費 60 63 62 53 67 

減価償却費 18 9 12 13 13 

租税公課 25 33 △4 9 10 

その他 27 33 23 21 25 

営業損益 705 154 147 △17 42 

営業外収益 1 1 2 1 1 

営業外費用 75 0 0 0 0 

経常損益 631 155 148 △16 43 

特別利益 0 0 － 0 18 

特別損失 △8 33 0 0 16 

税引前当期純損益 640 121 148 △16 44 

法人税、住民税及び事

業税 
306 10 △3 1 2 

法人税等調整額 △44 43 67 △37 64 

当期純損益 377 67 84 18 △21 
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