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（百万円未満切捨て） 

１. 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 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 ％ 

19年3月期 １,０７２ １４.４ ２３２ △２.４ ２３６ △１.８ ７８ △１４.８ 

18年3月期 ９３７ △６.４ ２３８ △１４.８ ２４０ △１４.６ ９１ △４７.８ 

 
         

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 １９ ６０ ― ― ２.６ ０.４ ２１.７ 

18年3月期 ２１ ４９ ― ― ２.９ ０.４ ２５.４ 

（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 

 

（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 
                    百万円                   百万円                       ％                円            銭 

19年3月期 ５２,８４１ ３,０３７ ５.８ ７６２ ９０ 

18年3月期 ６２,１０２ ２,８５４ ４.６ ７１５ ０２ 

(参考) 自己資本         １９年３月期  ３，０３７百万円  １８年３月期     ―― 百万円 
自己資本 

自己資本比率  ＝ 
負債(注)・純資産合計 

×100    （注）預り有価証券を除く。 

（３）キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物     

キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期末残高 
                     百万円                     百万円                     百万円                     百万円 

19年3月期 △４,３３７ ４,１５７ △２４ １,５６２ 

18年3月期 ８,９６０ △７,８４５ △２５ １,７６６ 

 

２．配当の状況 
 １株当たり配当金 
（基準日） 期末 年間 

配当金総額 
( 年 間 ) 

配当性向 
純資産 
配当率 

 円 銭 円 銭           百万円 ％ ％ 

18年3月期 ６ ００ ６ ００ ２３ ２７.９ ０.８ 

19年3月期 ６ ００ ６ ００ ２３ ３０.６ ０.８ 

20年3月期(予想) ６ ００ ６ ００  ３４.１  

 

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） 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

     
営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 

1株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

中間期 ５７０ ７.７ ５０ △６１.７ ５０ △６２.５ ５０ ８.２ １２ ５６ 

通期 １，１５０ ７.２ ８０ △６５.７ ８０ △６６.２ ７０ △１０.３ １７ ５８ 
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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、15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 ４,０００,０００株 １８年３月期 ４,０００,０００株 

② 期末自己株式数 １９年３月期 １８,１００株 １８年３月期 １６,７００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、24ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

  
(将来に関する記述等についてのご注意) 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ

ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ「1．経営成績

（1）経営成績に関する分析」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 

（当期の概要） 

当期中のわが国経済は、輸出の増加が続く中、好調な企業業績を背景とした企業の設備投資の拡大や雇用情勢

の改善等を反映した個人消費の底堅い動き等により、景気は緩やかながらも回復基調を辿り、期中の7月には長

期間に亘った日本銀行の「ゼロ金利政策」が解除されるに至りました。 

株式市況についてみますと、日経平均株価は、期初は景況感や企業収益の改善に加え、海外の株式市況が上昇

したことなどを受けて1万7千円台で堅調に推移しましたが、5月下旬から6月中旬にかけて、原油高や世界的な金

利上昇に伴う景気の先行きに対する不透明感から、一時1万4千円台前半まで下落する場面がありました。ただそ

の後は、良好な企業業績などを背景に回復し、一進一退の局面を辿りつつも、期末には17,287円と前期末（17,059

円）をやや上回って取引を終えました。この間、当期末の3市場信用取引買残高は、4兆3,746億円と前期末（5

兆3,693億円）に比べ減少となりました。 

こうした環境の下、当社の貸付金平均残高は181億円と、貸借取引貸付金の減少を主因に、前期比7億円、4％

の減少となりました。 

この間、貸付金以外の運用面をみますと、株券貸借取引は前期同様皆無となりましたが、有価証券の運用残高

は前期に比べやや増加しました。 

こうした運用状況の下で、当期の営業収益は10億72百万円と前期（9億37百万円）比1億34百万円の増収となり

ました。 

次に営業費用は、全体で3億78百万円と、支払手数料等はほぼ横ばいであったものの、借入金利の上昇に伴い

支払利息が増加したため前期（2億38百万円）比1億40百万円の増加となりました。また、一般管理費は、4億60

百万円と前期(4億60百万円)比変らずとなりました。 

この結果、営業利益は、2億32百万円と前期(2億38百万円)比5百万円の減益となり、これに営業外損益を加え

た経常利益は2億36百万円と前期(2億40百万円)比4百万円の減益となりました。 

特別損益では、投資有価証券売却益66百万円を特別利益に、投資有価証券売却損1億8百万円を特別損失に

それぞれ計上し、これから税金及び法人税等調整額を調整後の当期純利益は78百万円と前期（91百万円）比13

百万円の減益となりました。 

部門別営業の状況は以下のとおりです。 

① 貸借取引貸付部門 

貸借取引貸付金の期中平均残高は56億円と、信用取引買残高が大きく減少したこと等もあって、前期に比べ

17億円、24.2％の減少となりました。また、貸株代り金の期中平均残高は19百万円と前期比68百万円減少し

ました。こうした中、当部門の営業収益は、貸借取引貸付金利息が41百万円と前期比3百万円、7.0％の減収と

なったほか、貸株超過等に伴う有価証券貸付料は2百万円と前期比0百万円（714千円）の増加となり、部門全

体では、47百万円と前期比2百万円、5.7％の減収となりました。 

② 公社債貸付部門 

個人向け公社債貸付金の需要は全くみられず、期中を通して残高は皆無でありました。 
③ 一般貸付部門 

証券会社向け一般貸付金は、期中平均残高が32億円と前期比1億46百万円、4.3％の減少となりました。一

方、顧客向け貸付金は、法人を中心に貸付が増加し、期中平均残高は92億円と前期比11億円、14.6％の増加と

なりました。この結果、一般貸付金全体の期中平均残高は124億円と前期比10億円、9.0％の増加となり、当部

門の営業収益は3億34百万円と前期比38百万円、13.0％の増収となりました。 
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④ その他の部門 

株券貸借取引は、前期に続き当期においても運用残高は皆無となりました。有価証券の運用は、国債を中心に

運用残高をやや増やしたことなどから、これによる利息及び配当金収入は6億47百万円と前期比1億3百万円

の増加となりました。この間、有価証券管理業務等による受取手数料収入は42百万円と前期比3百万円の減少

となったほか、一般貸株貸付料及び債券貸借取引に伴う貸債券貸付料は合わせて1百万円と前期比1百万円の減

収となりました。この結果、貸付部門以外のその他部門全体の営業収益は、有価証券の運用による利息及び配当

金収入の増加が寄与して、6億91百万円と前期比98百万円、16.7％の増収となりました。 

 

（次期の見通し） 

次期の見通しにつきましては、わが国経済は、米国をはじめとした海外経済の先行きや為替相場の動向など不

透明要因はあるものの、当面は緩やかな回復基調が続くものと思われます。こうした中で、金融政策については、

今後の経済・物価情勢等を勘案しながら、金利水準の調整を図る動きが続くものと予想されます。 

こうした想定の下、当社といたしましては、中部地区における証券金融の専門機関として、証券界及び投資家

の多様化するニーズ等に適切かつ機動的に対応し、貸付金残高の確保等に努めてまいりますが、市場金利の上昇

に伴う調達コストの上昇が見込まれるため、平成19年3月期に比べ増収、減益を予想しております。この結果、

営業収益11億50百万円（平成19年3月期10億72百万円）、経常利益80百万円（平成19年3月期2億36百

万円）、当期純利益70百万円（平成19年3月期78百万円）を見込んでおります。 

 

（2）財政状態に関する分析 
 
キャッシュ・フローの状況 

当期末の現金及び現金同等物は、貸付金の減少、借入有価証券代り金の減少、有価証券の償還、投

資有価証券の売却による収入に対し、コール・マネーの減少、借入金の減少、有価証券及び投資有価

証券の取得による支出を行った結果、前期末に比べ2億4百万円減少し、15億62百万円となりまし

た。 

(営業活動によるキャッシュ・フロ－) 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、43億 37百万円の支出超過(前期は 89億 60百万

円の収入超過)となりました。これは主として、貸付金の減少、借入有価証券代り金の減少による

収入51億27百万円に対し、コール・マネーの減少、借入金の減少及び貸付有価証券代り金の減少

による支出98億36百万円があったことによります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロ－) 

当期の投資活動によるキャッシュ・フローは、41億 57百万円の収入超過(前期は 78億 45百万

円の支出超過)となりました。これは主として、新たな有価証券、投資有価証券の取得のために312

億 70百万円を支出しましたが、一方で、有価証券の償還、投資有価証券の売却により、354億 29

百万円の収入があったことによります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロ－) 

当期の財務活動によるキャッシュ・フローは、24百万円の支出超過(前期は 25百万円の支出超

過)となりました。これは主に、配当金の支払による支出が23百万円あったことによります。 

 

（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、株主への利益還元重視の観点から安定的な配当の維持、引上げに努めるとともに、公共的

使命を持つ金融機関として経営の健全性を確保するために必要な内部留保の充実を図ることを基本

方針としており、当期の配当は年間6円とするほか、次期の配当につきましても、現在のところ当期

と同じ年間6円を見込んでおります。 
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（4）事業等のリスク 

当社は、業務の性格上、証券市場及び金融市場の変動の影響を強く受ける構造にあり、業績に影響等を

及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあります。 

① 貸付業務に関するリスク 

制度取引の貸借取引貸付金は、その残高が制度信用取引の残高水準次第で大きく変動することがあるこ

と、また一般貸付金の顧客貸付金も株式市況の下落等に伴い大きく変動することがあるため、業績が証券、

金融環境等の変化によって影響を受ける可能性があります。 

② 有価証券運用業務に関するリスク 

有価証券(主として債券)の運用において、金利環境の変化等により価格変動等の影響を受ける可能性が

あります。 

③ 資金調達コストに関するリスク 

業務上必要とする資金の大半を外部からの借入金等に依存しておりますことから、金利環境の変化等に

より、営業費用の大きな割合を占める資金調達コストが影響を受ける可能性があります。 

④ システムに関するリスク 

当社が業務上使用するオンラインシステムは、日本電子計算株式会社に外部委託しております。そのた

め、回線障害、災害等の原因によりシステム運営に障害が発生した場合、障害の規模によっては当社の業

務に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

２．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社は、証券取引法の免許を受けた証券金融の専門機関として、貸借取引のほか、証券担保ロ

ーン等を通じて市場の発展に貢献するという社会的責任を常に認識しながら、経営の健全性確保

を基本として、中部地区を中心とする証券会社や投資家等の多様なニーズに応えるよう努めてお

ります。 

 

（2）目標とする経営指標 

当社の収益は、株式市況等金融市況の動向による変動が大きいため、経営指標については特に

定めておりませんが、経営環境の変化に対応した適正かつ安定的な収益確保を目指し、貸付金残

高の確保等収益基盤の拡充に努めております。 
 
（3）会社の対処すべき課題 

わが国の景気は、内外に一部の不透明要因はあるものの、企業部門の好調持続などを主因に、当面緩や

かな回復基調が続くものと見込まれます。また、日本銀行の金融政策については、昨年7月にゼロ金利政策

の解除が行われましたが、その後も金利水準の調整を図る動きが続いており、短期金利等が引続き上昇し

てくることも視野に入れておく必要があります。この間、証券・金融市場においては、証券決済制度改革

の一環として、株券の完全ペーパーレス化に向けての実施要領が示されるなど、全面実施に向けて具体化

に入ってきております。 

こうした環境の下で、当社といたしましては、中部地区における証券金融の専門機関として、証券界及

び投資家の多様化する資金ニーズ等に適切かつ機動的に対応するとともに、金融環境等の変化を見極めつ

つ、資金調達及び運用基盤の拡充についても的確に対応してまいります。また、昨年5月からの「会社法」

の施行に伴い、業務の適正を確保するために必要な体制を整備し、引続き法令遵守と社内業務全般におけ

るリスク管理の強化を図るとともに、証券決済制度改革に対しても積極的に取組むなど、社業の発展を期

していく所存であります。 
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３．財務諸表 
 
(1) 貸借対照表 

 

前事業年度 当事業年度 
 

 

(平成18年3月31日) (平成19年3月31日)  
対前年比 

区分 注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

(％) 
金額（千円） 

構成比 

(％) 
増減（千円） 

(資産の部)          
Ⅰ 流動資産          

1．現金及び預金   271,517   568,254   296,737 

2．有価証券 ※1  7,208,086   9,398,808   2,190,722 

3. 短期貸付金          

（1）貸借取引貸付金  8,757,586   4,802,614   △3,954,972  

（2）一般貸付金 ※4 12,287,930 21,045,517  12,913,138 17,715,752  625,207 △3,329,764 

4．貸借取引貸付有価証券   14,552   42,265   27,712 

5．前払費用   9,341   20,789   11,448 

6．繰延税金資産   2,046   9,175   7,128 

7．借入有価証券代り金   1,797,552   ―   △1,797,552 

8．保管有価証券   1,045   ―   △1,045 

9．その他   179,553   188,153   8,600 

流動資産合計   30,529,211 49.2  27,943,200 52.9  △2,586,011 

Ⅱ 固定資産          

1．有形固定資産          

(1) 建物  31,915   31,915     

減価償却累計額  △6,513 25,402  △7,095 24,820   △582 

(2) 器具及び備品  82,090   80,436     

減価償却累計額  △72,926 9,164  △72,627 7,808   △1,355 

(3) 土地   17,800   17,800   ― 

有形固定資産合計   52,366 0.1  50,428 0.1  △1,937 

2．無形固定資産          

(1) ソフトウェア   6,068   5,337   △731 

(2) 施設利用権   746   746   ― 

無形固定資産合計   6,815 0.0  6,083 0.0  △731 

3．投資その他の資産          

(1) 投資有価証券 ※1  31,498,441   24,818,805   △6,679,635 

(2) 固定化営業債権   9,751   9,691   △60 

(3) 長期前払費用   748   366   △382 

(4) その他   17,811   25,258   7,446 

貸倒引当金   △12,351   △12,291   60 

投資その他の資産合計   31,514,401 50.7  24,841,830 47.0  △6,672,570 

固定資産合計   31,573,582 50.8  24,898,342 47.1  △6,675,240 

資産合計   62,102,794 100.0  52,841,543 100.0  △9,261,251 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 
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 前事業年度 当事業年度  
 (平成18年3月31日) (平成19年3月31日)  

対前年比 

区分 注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

(％) 
金額（千円） 

構成比 

(％) 
増減（千円） 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

1．コール・マネー ※1  17,500,000   9,500,000   △8,000,000 

2．短期借入金 ※1、5  38,650,000   37,650,000   △1,000,000 

3．未払金   1,767   1,656   △110 

4．未払費用   15,625   23,009   7,383 

5．未払法人税等   145   75,382   75,237 

6．貸付有価証券代り金   1,887,894   1,051,385   △836,509 

7．担保金   400,000   530,000   130,000 

8．預り金   6,344   9,678   3,334 

9．預り有価証券   15,597   42,265   26,667 

10．前受収益   25,897   30,451   4,553 

11．賞与引当金   11,426   11,010   △416 

12．役員賞与引当金   ―   6,000   6,000 

13．その他   5   3   △2 

流動負債合計   58,514,704 94.2  48,930,842 92.6  △9,583,861 

Ⅱ 固定負債          

1．長期借入金   500,000   500,000   ― 

2．繰延税金負債   60,178   179,105   118,926 

3．退職給付引当金   109,119   116,093   6,974 

4．役員退職慰労引当金   64,670   77,721   13,051 

固定負債合計   733,967 1.2  872,919 1.7  138,951 

負債合計   59,248,672 95.4  49,803,762 94.3  △9,444,909 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 



－8－ 

 
中部証券金融株式会社（8513） 平成19年3月期決算短信（非連結） 

 
 

 前事業年度 当事業年度  
 (平成18年3月31日) (平成19年3月31日)  

対前年比 

区分 注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

(％) 金額（千円） 
構成比 

(％) 
増減（千円） 

(資本の部)          

Ⅰ 資本金 ※2  200,000 0.3  ― ―  ― 

Ⅱ 利益剰余金          

1．利益準備金  50,000   ―   ―  

2．任意積立金          

(1) 配当準備積立金  191,000   ―   ―  

(2) 圧縮記帳積立金  19,171   ―   ―  

(3) 別途積立金  1,530,000   ―   ―  

3．当期未処分利益  627,174   ―   ―  

利益剰余金合計   2,417,345 3.9  ― ―  ― 

Ⅲ その他有価証券評価差額金   240,588 0.4  ― ―  ― 

Ⅳ 自己株式 ※3  △3,811 △0.0  ― ―  ― 

資本合計   2,854,122 4.6  ― ―  ― 

負債資本合計   62,102,794 100.0  ― ―  ― 

          

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

1．資本金   ― ―  200,000 0.4  ― 

2．利益剰余金          

(1) 利益準備金  ―   50,000   ―  

(2) その他利益剰余金          

配当準備積立金  ―   191,000   ―  

圧縮記帳積立金  ―   18,655   ―  

別途積立金  ―   1,530,000   ―  

繰越利益剰余金  ―   675,830   ―  

利益剰余金合計   ― ―  2,465,485 4.6  ― 

3．自己株式   ― ―  △4,339 △0.0  ― 

株主資本合計   ― ―  2,661,145 5.0  ― 

Ⅱ 評価・換算差額等          

その他有価証券評価差額金   ― ―  376,635 0.7  ― 

評価・換算差額等合計   ― ―  376,635 0.7  ― 

純資産合計   ― ―  3,037,780 5.7  ― 

負債純資産合計   ― ―  52,841,543 100.0  ― 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 



－9－ 

 
中部証券金融株式会社（8513） 平成19年3月期決算短信（非連結） 

 
(2) 損益計算書  

 

 前事業年度 当事業年度 
 (自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 

  至平成18年3月31日) 至平成19年3月31日) 

対前年比 

区分 注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

(％) 金額（千円） 
百分比 

(％) 
増減（千円） 

Ⅰ 営業収益   937,895 100.0  1,072,539 100.0  134,643 

1．貸付金利息          

(1) 貸借取引貸付金利息  44,951   41,810   △3,140  

(2) 一般貸付金利息  295,378 340,329  334,002 375,812  38,623 35,482 

2．借入有価証券代り金利息   52   25   △27 

3．受取手数料          

(1) 名義書換手数料  3,639   3,266   △373  

(2) その他受取手数料  46,014 49,654  42,785 46,052  △3,228 △3,601 

4．有価証券貸付料   4,319   3,607   △712 

5．有価証券利息及び配当金          

(1) 有価証券利息  525,332   629,758   104,425  

(2) 受取配当金  18,206 543,538  17,283 647,041  △922 103,502 

Ⅱ 営業費用   238,768 25.5  378,990 35.3  140,222 

1．支払利息          

(1) コール・マネー利息  45,576   101,377   55,801  

(2) 借入金利息  73,944 119,520  155,734 257,112  81,790 137,591 

2．支払手数料          

(1) 計算事務委託手数料  112,029   112,251   221  

(2) その他支払手数料  6,078 118,107  7,612 119,863  1,534 1,756 

3．有価証券借入料   1,140   2,015   874 

営業総利益   699,127 74.5  693,548 64.7  △5,578 

Ⅲ 一般管理費 ※1  460,548 49.1  460,649 43.0  100 

営業利益   238,578 25.4  232,899 21.7  △5,679 

Ⅳ 営業外収益   2,320 0.3  3,560 0.3  1,240 

1.受取利息   204   177   △27 

2．失念配当金繰入益   1,274   1,222   △52 

3．失念株式繰入益   ─   912   912 

4．雑益    841   1,249   407 

Ⅴ営業外費用   147 0.0  11 0.0  △136 

雑損失   147   11   △136 

経常利益   240,750 25.7  236,448 22.0  △4,302 

Ⅵ 特別利益   92,788 9.9  66,642 6.2  △26,145 

1．投資有価証券売却益   85,985   66,582   △19,402 

2．貸倒引当金戻入   6,802   60   △6,742 

Ⅶ 特別損失   199,493 21.3  108,591 10.1  △90,902 

1．投資有価証券売却損   199,493   108,502   △90,991 

2．固定資産除却損 ※2  ―   88   88 

税引前当期純利益   134,045 14.3  194,500 18.1  60,454 

法人税、住民税及び事業税  29,090   97,580   68,490  

法人税等調整額  13,309 42,400 4.5 18,879 116,460 10.8 5,570 74,060 

当期純利益   91,645 9.8  78,039 7.3  △13,606 

前期繰越利益   535,528   ―    

当期未処分利益   627,174   ―    

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 
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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 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
利益準備金 配当準備 

積立金 

圧縮記帳 

積立金 
別途積立金 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

平成18年3月31日残高 

（千円）  
200,000 50,000 191,000 19,171 1,530,000 627,174 2,417,345 

事業年度中の変動額        

剰余金の配当 (注)      △23,899 △23,899 

利益処分による役員賞与 (注)      △6,000 △6,000 

当期純利益      78,039 78,039 

圧縮記帳積立金取崩額    △516  516  

自己株式の取得        

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 

（千円）  
   △516  48,655 48,139 

平成19年3月31日残高 

（千円）  
200,000 50,000 191,000 18,655 1,530,000 675,830 2,465,485 

 
 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 

株主資本 

合計 

その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差 

額等合計 

純資産合計 

平成18年3月31日残高 

（千円）  
△3,811 2,613,534 240,588 240,588 2,854,122 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当 (注)  △23,899   △23,899 

利益処分による役員賞与 (注)  △6,000   △6,000 

当期純利益  78,039   78,039 

圧縮記帳積立金取崩額      

自己株式の取得 △528 △528   △528 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額) 
  136,046 136,046 136,046 

事業年度中の変動額合計 

（千円）  
△528 47,611 136,046 136,046 183,658 

平成19年3月31日残高 

（千円）  
△4,339 2,661,145 376,635 376,635 3,037,780 

(注)平成18年6月28日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 
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(4) キャッシュ・フロー計算書 

 

前事業年度 当事業年度 
(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 

  

至平成18年3月31日) 至平成19年3月31日) 

対前年比 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（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  134,045 194,500 60,454 

減価償却費  2,983 3,970 987 

賞与引当金の減少額  △2,703 △416 2,287 

役員賞与引当金の増加額  ― 6,000 6,000 

貸倒引当金の減少額  △23,458 △60 23,398 

退職給付引当金の増加額  11,096 6,974 △4,122 

役員退職慰労引当金の増加額(減少：△)  △16,493 13,051 29,544 

固定資産除却損  ― 88 88 

投資有価証券売却損  199,493 108,502 △90,991 

投資有価証券売却益  △85,985 △66,582 19,402 

その他の損失等  275 191 △84 

受取利息及び配当金  △884,125 △1,023,057 △138,931 

支払利息  119,520 257,112 137,591 

貸付金の減少額(増加：△)  △3,340,485 3,329,824 6,670,309 

借入有価証券代り金の減少額(増加：△)  △1,796,801 1,797,552 3,594,353 

コール・マネーの増加額(減少：△)  4,000,000 △8,000,000 △12,000,000 

借入金の増加額(減少：△)  8,200,000 △1,000,000 △9,200,000 

担保金の増加額  100,000 130,000 30,000 

貸付有価証券代り金の増加額(減少：△)  1,680,693 △836,509 △2,517,203 

未払消費税等の増加額(減少：△)  12 △106 △119 

その他資産の増加額  △13,204 △3,454 9,749 

その他負債の増加額(減少：△)  △12,292 12,445 24,737 

役員賞与の支払額  △6,000 △6,000 ― 

小計  8,266,572 △5,075,973 △13,342,545 

利息及び配当金の受取額  905,378 1,008,119 102,740 

利息の支払額  △118,335 △269,186 △150,850 

法人税等の支払額  △93,169 △116 93,053 

営業活動によるキャッシュ・フロー  8,960,445 △4,337,156 △13,297,602 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有価証券の取得による支出  △17,411,234 △28,207,216 △10,795,981 

有価証券の償還による収入  15,120,000 27,200,000 12,080,000 

有形固定資産の取得による支出  △1,545 △717 828 

無形固定資産の取得による支出  △4,959 △672 4,287 

投資有価証券の取得による支出  △11,931,160 △3,063,704 8,867,456 

投資有価証券の売却による収入  6,383,641 8,229,606 1,845,965 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △7,845,259 4,157,296 12,002,556 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

配当金支払額  △23,744 △23,905 △161 

自己株式取得による支出  △1,386 △528 858 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △25,130 △24,433 697 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(減少：△)  1,090,055 △204,293 △1,294,348 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  676,461 1,766,517 1,090,055 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 1,766,517 1,562,223 △204,293 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 
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(5) 利益処分計算書 

 

 前事業年度 
 

 (平成18年3月期) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   627,174 

Ⅱ 任意積立金取崩額    

圧縮記帳積立金取崩額  258 258 

合計   627,432 

    

Ⅲ 利益処分額    

1．配当金  23,899  

2．役員賞与金  6,000  

(うち監査役賞与金)  (750) 29,899 

Ⅳ 次期繰越利益   597,532 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 
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重要な会計方針 

前事業年度 当事業年度 

(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 項目 

至平成18年3月31日) 至平成19年3月31日) 

1．有価証券の評価基準及び評価

方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法)によりま
す。 
 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 
 
 

 (2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末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、
主として移動平均法により算
定)によります。 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末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、主として移動平均法により
算定)によります。 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法により
ます。 

時価のないもの 

同左 

2．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

建物並びに器具及び備品につい
て、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額に
ついては、法人税法に規定する
方法と同一の基準によっており
ます。但し、取得価額が10万円
以上 20万円未満の少額減価償
却資産については、3年均等償
却によっております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについ
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 

3．引当金の計上基準 (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
回収可能性を勘案し、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) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払に充てるた
め、支給見込額のうち当事業年
度に負担すべき額を計上してお
ります。 

(2) 賞与引当金 

同左 
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前事業年度 当事業年度 

(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 項目 

至平成18年3月31日) 至平成19年3月31日) 

 (3)    ――――――― (3) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支
出に充てるため、当事業年度に
おける支給見込額に基づき、当
事業年度に負担すべき額を計上
しております。 

 (4) 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。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備え
るため、内規に基づく期末要支
給額を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

4.キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

 
キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金(現金及び現金同等物)は、手
許現金、随時引き出し可能な預金及
び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
負わない取得日から3カ月以内に償
還期限の到来する短期投資からなり
ます。 

 
同左 

5．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、税込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 

前事業年度 当事業年度 

(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 

至平成18年3月31日) 至平成19年3月31日) 

(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｣(｢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))及び｢固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針｣(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基

準適用指針第6号)を当事業年度から適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

 

――――――― 

 

――――――― 
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 

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、

3,037,780千円であります。 

 
――――――― 

(役員賞与に関する会計基準) 

当事業年度から｢役員賞与に関する会計基準｣(企業

会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第

4号)を適用しております。 

この結果、従来の方法に比べて、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益が、6,000千円減少しておりま

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．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 
 

有価証券 4,505,888 千円 

保管有価証券 19,607,497 〃 

寄託有価証券 28,096,844 〃 

投資有価証券 22,709,162 〃 

計 74,919,392 〃 
 
(注) 自由処分権を有する担保有価証券並びに借入有価証

券の受入による保管有価証券及び寄託有価証券につ

いては、貸借対照表には計上しておりません。 

※1．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 
 

有価証券 7,399,820 千円 

保管有価証券 5,974,965 〃 

寄託有価証券 25,933,690 〃 

投資有価証券 16,466,643 〃 

計 55,775,119 〃 
 
(注)保管有価証券及び寄託有価証券については、貸借対照

表には計上しておりません。 

担保に係る債務は次のとおりです。  
コール・マネー 500,000 千円 

短期借入金 23,600,000 〃 

計 24,100,000 〃  

担保に係る債務は次のとおりです。  
コール・マネー 500,000 千円 

短期借入金 29,700,000 〃 

計 30,200,000 〃  
 

※2. 発行済株式総数 
 

 普通株式 4,000 千株 

発行済株式の総数 普通株式 4,000 千株 
 

 

2.          ――――――― 

 

※3. 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式16千株でありま

す。 

 

3.          ―――――――   

 

※4．一般貸付金のうち、予め契約した極度額の範囲内で貸出する

業務を行っておりますが、当該極度額及び貸出未実行残高は次

のとおりです。 

極度額  6,729,330 千円 

貸出実行残高  2,330,940 〃 

差引  4,398,389 〃 
 

 

※4．一般貸付金のうち、予め契約した極度額の範囲内で貸出する

業務を行っておりますが、当該極度額及び貸出未実行残高は次

のとおりです。 

極度額  6,186,280 千円 

貸出実行残高  2,529,458 〃 

差引  3,656,821 〃 
 

 

※5．短期借入金のうち、極度額の範囲内で借入できる契約を締結

しておりますが、当該極度額及び借入未実行残高は次のとおり

です。 

極度額  1,000,000 千円 

借入実行残高  1,000,000 〃 

差引  ― 〃  

 

※5．短期借入金のうち、極度額の範囲内で借入できる契約を締結

しておりますが、当該極度額及び借入未実行残高は次のとおり

です。 

極度額  1,000,000 千円 

借入実行残高  1,000,000 〃 

差引  ― 〃  
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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) 

 

6．消費貸借契約に基づく貸付有価証券の期末時価は次のとおり

です。 

自己保有分  1,850,400 千円 

計  1,850,400 〃 
 

 

6．消費貸借契約に基づく貸付有価証券の期末時価は次のとおり

です。 

自己保有分  1,002,800 千円 

計  1,002,800 〃 
 

 

7．自由処分権を有する担保受入金融資産の期末時価は次のとお

りです。 
 

再担保差入分  45,909,922 千円 

一般貸付有価証券 600 〃 

自己保有分  5,073,352 〃 

計  50,983,874 〃  

 

7．自由処分権を有する担保受入金融資産の期末時価は次のとお

りです。 
 

再担保差入分  31,908,655 千円 

自己保有分  5,993,366 〃 

計  37,902,022 〃  

 

8．消費貸借契約に基づく借入有価証券の期末時価は次のとおり

です。 

再担保差入分  1,794,420 千円 

計  1,794,420 〃  

 

8．消費貸借契約に基づく借入有価証券の期末時価 
 

――――――― 

9.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は240,588千円であります。 

9.          ――――――― 

 

 

(損益計算書関係) 

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) 

 

※1．一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
 

報酬・給与 284,716 千円 

退職給付費用 12,770 〃 

賞与引当金繰入額 11,426 〃 

役員退職慰労 

引当金繰入額 12,839 〃 

福利厚生費 41,165 〃 

交通費・通信費 6,758 〃 

賃借料・管理費 47,084 〃 

減価償却費 2,983 〃 

長期前払費用償却費 191 〃 

その他 40,614 〃 

計 460,548 〃  

 

※1．一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
 

報酬・給与 272,250 千円 

退職給付費用 14,582 〃 

賞与引当金繰入額 11,010 〃 

役員賞与引当金繰入額 6,000 〃 

役員退職慰労 

引当金繰入額 13,051 〃 

福利厚生費 41,705 〃 

交通費・通信費 5,986 〃 

賃借料・管理費 46,287 〃 

減価償却費 3,970 〃 

長期前払費用償却費 191 〃 

その他 45,614 〃 

計 460,649 〃  

※2.         ――――――― ※2.固定資産除却損 

器具及び備品除却損   88千円 
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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に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 4,000,000株 ―  ― 4,000,000株 

 
2．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式 16,700株 1,400株 ―  18,100株 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりです。 

単元未満株式の買取による増加  1,400株 

 

3．新株予約権に関する事項 

該当事項は、ありません。 

 

4．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 
1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成18年6月28日 

定時株主総会 
普通株式 23,899千円 6円 平成18年3月31日 平成18年6月29日 

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
1株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成19年6月27日 

定時株主総会 
普通株式 23,891千円 利益剰余金 6円 平成19年3月31日 平成19年6月28日 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

前事業年度 当事業年度 
(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 

至平成18年3月31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 

（平成18年3月31日現在） 

現金及び預金 271,517 千円 

有価証券 7,208,086 〃 

計 7,479,603 〃  

※ 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19年3月31日現在） 

現金及び預金 568,254 千円 

有価証券 9,398,808 〃 

計 9,967,063 〃   
預入期間が3ヵ月を超える 

定期預金 △5,000 千円 

短期社債以外の有価証券 △5,708,086 〃 

現金及び現金同等物 1,766,517 〃  

 
預入期間が3ヵ月を超える 

定期預金 △5,000 千円 

短期社債以外の有価証券 △8,399,840 〃 

現金及び現金同等物 1,562,223 〃  
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(部門別関係) 

1．貸付金等期中平均残高 

(単位：千円) 

前事業年度 当事業年度 

(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 部門 

至平成18年3月31日) 至平成19年3月31日) 

前年度比増減(△) 

貸借取引貸付 7,403,187 5,611,906 △1,791,281 

一般貸付(証券会社) 3,435,419 3,289,260 △146,158 

(顧客) 8,029,785 9,204,558 1,174,772 

借入有価証券代り金 287,984 182,435 △105,548 

投資有価証券 34,541,585 35,415,450 873,865 

合計 53,697,962 53,703,611 5,649 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 

2．部門別営業収益 

(単位：千円) 
前事業年度 当事業年度 

(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 

至平成18年3月31日) 至平成19年3月31日) 
部門 

 構成比  構成比 

前年度比増減

(△) 

  ％  ％  

貸借取引貸付 50,158 5.4 47,321 4.4 △2,837 

一般貸付 295,604 31.5 334,133 31.2 38,529 

その他 592,132 63.1 691,084 64.4 98,952 

(1) 有価証券管理業務等 45,827 4.9 42,672 4.0 △3,155 

(2) 投資有価証券 543,538 57.9 647,041 60.3 103,502 

(3) その他 2,765 0.3 1,370 0.1 △1,395 

合計 937,895 100.0 1,072,539 100.0 134,643 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 
 

(リース取引関係) 

前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19年3
月31日まで)とも、該当事項は、ありません。 
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(有価証券関係) 

1.売買目的有価証券 

前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19
年3月31日まで)とも、該当事項は、ありません。 

2.満期保有目的の債券で時価のあるもの 

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) 

 種類 貸借対照 

表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

貸借対照 

表計上額 

（千円） 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 
(2)社債 ― ― ― ― ― ― 
(3)その他 2,007,448 2,066,020 58,571 1,604,712 1,668,280 63,567 

時価が貸借対照表

計上額を超えるも

の 
小計 2,007,448 2,066,020 58,571 1,604,712 1,668,280 63,567 

(1)国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― 
(2)社債 ― ― ― ― ― ― 
(3)その他 300,000 294,330 △5,670 1,100,000 1,079,980 △20,020 

時価が貸借対照表

計上額を超えない

もの 
小計 300,000 294,330 △5,670 1,100,000 1,079,980 △20,020 

合計 2,307,448 2,360,350 52,901 2,704,712 2,748,260 43,547 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 

3.子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19
年3月31日まで)とも、該当事項は、ありません。 

4.その他有価証券で時価のあるもの  

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) 

 種類 
取得原価 

（千円） 

貸借対照表

計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

取得原価 

（千円） 

貸借対照表

計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)株式 92,112 886,420 794,307 94,238 685,868 591,630 

(2)債券       

国債・地方債等 2,734,990 2,842,972 107,981 11,286,169 11,486,045 199,875 

社債 4,095,338 4,147,068 51,729 2,092,062 2,118,110 26,047 

その他 2,575,922 2,651,003 75,081 3,971,549 4,090,630 119,080 

(3)その他 52,540 70,100 17,559 52,540 67,085 14,544 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの 

小計 9,550,904 10,597,564 1,046,659 17,496,559 18,447,739 951,179 

(1)株式 2,125 1,916 △209 912 508 △403 

(2)債券       

国債・地方債等 24,688,785 24,036,490 △652,295 11,906,553 11,559,770 △346,783 

社債 598,965 585,620 △13,345 1,398,968 1,389,888 △9,080 

その他 1,077,355 1,062,492 △14,862 ― ― ― 
(3)その他 ― ― ― ― ― ― 

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの 

小計 26,367,230 25,686,518 △680,712 13,306,434 12,950,167 △356,267 

合計 35,918,135 36,284,082 365,947 30,802,994 31,397,906 594,912 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 
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5.売却した満期保有目的の債券 

前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19
年3月31日まで)とも、該当事項は、ありません。 

6.売却したその他有価証券  

前事業年度 当事業年度 

(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日  

至平成18年3月31日) 至平成19年3月31日) 

売却額（千円） 6,383,641 8,229,606 

売却益の合計額（千円） 85,985 66,582 

売却損の合計額（千円） 199,493 108,502 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 

7.時価評価されていない有価証券 

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)  

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券   

非上場株式 114,996 114,996 

合計 114,996 114,996 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 

8.保有目的の変更 

前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19
年3月31日まで)とも、該当事項は、ありません。 

9.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 
 

前事業年度(平成18年3月31日) 

区分 
1年以内 
（千円） 

1年超5年以内 
（千円） 

5年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

満期保有目的の債券     
国債・地方債等 ― ― ― ― 
社債 ― ― ― ― 
その他 1,001,708 700,000 605,740 ― 

小計 1,001,708 700,000 605,740 ― 

その他有価証券     
(1)債券     

国債・地方債等 3,900,000 247,052 16,016,840 6,715,570 
社債 2,306,378 2,037,610 388,700 ― 
その他 ― 592,025 3,121,471 ― 

(2)その他 ― 70,100 ― ― 

小計 6,206,378 2,946,787 19,527,011 6,715,570 

合計 7,208,086 3,646,787 20,132,751 6,715,570 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 
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当事業年度(平成19年3月31日) 

区分 
1年以内 
（千円） 

1年超5年以内 
（千円） 

5年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

満期保有目的の債券     
国債・地方債等 ― ― ― ― 
社債 ― ― ― ― 
その他 500,000 504,712 600,000 1,100,000 

小計 500,000 504,712 600,000 1,100,000 

その他有価証券     

(1)債券     
国債・地方債等 6,691,560 5,160,255 6,522,650 4,671,350 
社債 2,207,248 909,830 390,920 ― 
その他 ― 1,080,301 3,010,328 ― 

(2)その他 ― 67,085 ― ― 

小計 8,898,808 7,217,471 9,923,898 4,671,350 

合計 9,398,808 7,722,183 10,523,898 5,771,350 

(注)記載金額は千円未満切捨てて表示しております。 
 

 (デリバティブ取引関係) 

前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19
年3月31日まで)とも、該当事項は、ありません。 

(持分法損益等) 

前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19
年3月31日まで)とも持分法適用会社がないため、記載しておりません。 
 

(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） 
 
親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
所在地 

資本金又

は出資金 

（千円） 

事業の内容 

議決権等

の被所有

割合(％) 
役員の

兼任等 

事業上

の関係 

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

 

主要株主 

 
名証取

引参加

者協会 

名古屋市

中区 
― 

 
総合取引参加

証券会社の積

立金預託及び
運用 

 

直接23.5 

間接 ― 

 

兼任2人 

 

営業資金

の借入 

営業取引 

資金借入 

利息の支払 

 

1,750,000 

12,249 

 

短期 

借入金 

 

1,750,000 

 

当事業年度 （自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 
 
親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
所在地 

資本金又

は出資金 

（千円） 

事業の内容 

議決権等

の被所有

割合(％) 
役員の

兼任等 

事業上

の関係 

取引の内容 
取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

 

主要株主 

 
名証取

引参加

者協会 

名古屋市

中区 
― 

 
総合取引参加

証券会社の積

立金預託及び
運用 

 

直接23.5 

間接 ― 

 

兼任2人 

 

営業資金

の借入 

営業取引 

資金借入 

利息の支払 

 

1,750,000 

12,758 

 

短期 

借入金 

 

1,750,000 
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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の内訳 

(繰延税金資産) 
 
貸倒引当金  3,949 千円 

賞与引当金  4,627  〃 
減価償却費  1,273  〃 
退職給付引当金  44,193  〃 
役員退職慰労引当金  26,191  〃 
投資有価証券評価損  27,092  〃 
会員権評価損  1,174  〃 
その他  810  〃 
繰延税金資産小計  109,312  〃 

評価性引当額  △28,267  〃 
繰延税金資産合計  81,045  〃  

1．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) 
 
貸倒引当金  3,293 千円 

賞与引当金  4,459  〃 
減価償却費  2,371  〃 
退職給付引当金  47,017  〃 
役員退職慰労引当金  31,477  〃 
投資有価証券評価損  27,092  〃 
会員権評価損  1,174  〃 
その他  7,228  〃 
繰延税金資産小計  124,114  〃 

評価性引当額  △63,013  〃 
繰延税金資産合計  61,100  〃  

(繰延税金負債) 
 
未収入金  △888 千円 
固定資産圧縮記帳積立金  △12,929  〃 
その他有価証券評価差額金 △125,358  〃 
繰延税金負債合計  △139,177  〃 

繰延税金資産との相殺  81,045  〃 
繰延税金負債の純額  △58,132  〃  

(繰延税金負債) 
 
固定資産圧縮記帳積立金  △12,753 千円 
その他有価証券評価差額金 △218,276  〃 
繰延税金負債合計  △231,030  〃 

繰延税金資産との相殺  61,100  〃 
繰延税金負債の純額  △169,929  〃  

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差

異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△2.0 

評価性引当額 △7.8 

その他 △0.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.6 
 

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差

異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.9 

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△1.4 

評価性引当額 17.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 59.9 
 

 
 



－24－ 

 
中部証券金融株式会社（8513） 平成19年3月期決算短信（非連結） 

 

(退職給付関係) 

前事業年度 当事業年度 
(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 

至平成18年3月31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、退職金規程に基

づく退職一時金制度を設けております。また、厚生年

金基金制度の廃止に伴い、平成17年5月より確定拠

出型の退職給付制度を導入しております。 

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金規程に基づ

く退職一時金制度、及び確定拠出型の退職給付制度を

設けております。 

2．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 109,119 千円 

退職給付引当金 109,119  〃  

2．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 116,093 千円 

退職給付引当金 116,093  〃  

3．退職給付費用に関する事項 
 

退職給付費用 12,770 千円 

計 12,770  〃  

3．退職給付費用に関する事項 
 

退職給付費用 14,582 千円 

計 14,582  〃  

4．退職給付債務の計算の基礎 

簡便法を採用しております。 

4．退職給付債務の計算の基礎 

簡便法を採用しております。 

(ストック・オプション等関係) 

前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19
年3月31日まで)とも、該当事項は、ありません。 

(1株当たり情報) 

前事業年度 当事業年度 

(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 

至平成18年3月31日) 至平成19年3月31日) 
 
1株当たり純資産額 715円02銭 

1株当たり当期純利益 21円49銭 
 
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 
潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 
1株当たり純資産額 762円90銭 

1株当たり当期純利益 19円60銭 
 
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 
潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(注) 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 当事業年度 

(自平成17年4月1日 (自平成18年4月1日 項目 

至平成18年3月31日) 至平成19年3月31日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 91,645 78,039 

普通株主に帰属しない金額(千円) 6,000 ― 

（うち利益処分による役員賞与金） （6,000） （―） 

普通株式に係る当期純利益(千円) 85,645 78,039 

普通株式の期中平均株式数(千株) 3,984 3,982 

(重要な後発事象) 

前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19
年3月31日まで)とも、該当事項は、ありません。 
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４．役員の異動 

① 新任予定取締役（平成19年6月27日付） 

取締役社長  湯 本 崇 雄（前 日本銀行情報サ－ビス局長・5月26日付で 
（代表取締役）         当社顧問に就任） 

 
② 退任予定取締役 

古 舘 直 人（現 代表取締役社長） 
 

以上 


