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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

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９月中間期 1,430 (△26.6) 1,356 (△29.0) △424 (―) △428 (―)

18年９月中間期 1,949 (△33.8) 1,911 (△34.1) 301 (△74.8) 303 (△74.6)

19年３月期 3,514 ― 3,424 ― 327 ― 330 ―

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

19年９月中間期 △611 (―) △9,574 80 ― ―

18年９月中間期 152 (△73.4) 2,390 39 2,319 30

19年３月期 149 ― 2,338 92 2,279 1

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 ―百万円 18年９月中間期 ―百万円 19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９月中間期 34,759 12,744 36.7 198,839 18 847.1

18年９月中間期 32,133 13,660 42.5 214,381 92 970.5

19年３月期 29,181 13,656 46.8 214,318 5 1,025.3

（参考）自己資本 19年９月中間期 12,744百万円 18年９月中間期 13,660百万円 19年３月期 13,656百万円

(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９月中間期 3,971 △501 △295 5,488

18年９月中間期 △2,122 △158 △377 2,117

19年３月期 △1,872 △213 △377 2,312

２．配当の状況

 1株当たり配当金

（基準日）  中間期末 期末 年間 

19年３月期 ― 5,000円 00銭 5,000円 00銭

20年３月期 ― ―
未定

20年３月期（予想）  未定

３．平成20年３月期の第３四半期業績予想（平成19年10月１日～平成19年12月31日）

営業収益（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

1,459 △274 △274 △297

（注）当社は、市場環境の変動により大きく影響を受ける傾向があるため、四半期単位の業績予想を行っております。
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４．その他

(1）中間財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

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、17ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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９月中間期 64,095株 18年９月中間期 63,720株 19年３月期 63,720株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 ―株 18年９月中間期 ―株 19年３月期 ―株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（その他特記事項）

　当社は平成19年６月18日開催の取締役会決議及び同日付の三貴商事株式会社との吸収分割契約書に基づき、平成19

年10月１日付にて吸収分割の効力が発生いたしました。

　なお、承継するオンライン事業の内容は下記のとおりであります。

　　①取引所為替証拠金取引（「くりっく365」）

　　②店頭為替証拠金取引（「FX24」）

　　③商品先物取引（「COMパス」）
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当中間会計期間の経営成績）

　当中間会計期間のわが国経済は、米国経済の減速によって輸出や設備投資の拡大が一服するとともに、定率減税

廃止などの影響を受けた個人消費もふるわなかったことから軽い調整局面に入りました。

　こうした中、東京株式市場は、好調な企業業績や為替の円安進行を背景に、前半は底堅い動きで推移しました。

ところが、参議院選挙で連立与党が大敗を喫し、米国のサブプライムローン問題やそれに伴う信用収縮不安などが

実体経済に悪影響を及ぼすとの懸念が広がったことで、外国人投資家による日本株売りが加速しました。また、円

キャリー取引の巻き戻しによる円高進行も嫌気され、日経平均株価は一時15,200円台まで急落しました。その後、

米連邦準備制度理事会が市場予想を上回る利下げを実施したことで金融不安が和らぎ、株式市場は急速に値を戻し

ました。

　他方、債券市場は、米国のインフレ懸念や日銀の追加利上げ観測を受けて弱含み、10年債利回りは一時２％近く

まで上昇しました。しかし８月以降は、サブプライム問題の深刻化による“質への逃避”から、国債を買う動きが

強まって長期金利が1.5％まで低下するなど、ボラティリティの高い動きになりました。

　このような状況の下、当社は新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ております

が、当中間会計期間の営業収益は14億30百万円（前年同期比73.4％）、経常損失は４億28百万円（前中間会計期間

は経常利益３億３百万円）、中間純損失は６億11百万円（前中間会計期間は中間純利益１億52百万円）となりまし

た。

　当中間会計期間の主要な収益・費用等の状況は次のとおりであります。

①受入手数料

　当中間会計期間の受入手数料は８億94百万円（前年同期比79.5％）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 

当中間会計期間における東証１日平均出来高は22億35百万株（前年同期比116.7％）、同売買代金は３兆653

億73百万円（同118.9％）となりましたが、当社の受託売買代金は1,528億４百万円（同91.1％）となり、株

式委託手数料収入は７億54百万円（同76.4％）と減少いたしました。債券委託手数料等を加えた委託手数料

合計は７億59百万円（同76.0％）となりました。

ｂ．募集・売出しの取扱手数料

当中間会計期間における受益証券の募集・売出しの取扱高は34億81百万円（前年同期比120.2％）となり、受

益証券の取扱手数料は81百万円（同96.8％）となりました。

ｃ．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48百万円（前年同期比127.2％）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が、２億１百万円（前年同期比44.9％）の利益となりまし

た。

③金融収支

　信用取引に係る信用取引収益等が増加したことにより金融収益２億76百万円（前年同期比138.8％）から金融費

用73百万円（同197.0％）を差し引いた金融収支は２億２百万円（同125.5％）となりました。

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57百万円（前年同

期比32.7％）となりました。

⑤販売費・一般管理費

　当中間会計期間は社名変更等に伴う広告宣伝費、事務費の増加及び本店等レイアウト変更による不動産関係費

が増加いたしました結果、販売費・一般管理費合計は17億81百万円（前年同期比110.6％）となりました。
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⑥特別損益

　本店並びに神戸支店のレイアウト変更等に伴う固定資産除却損及び原状回復費を１億19百円計上いたしました。

また、賃借資産の見直しに伴う処分予定資産の帳簿価額17百万円を減損損失として計上いたしました。

（当期の見通し）

　当社は、収益の多様化を図ることで安定的な収益体制の確立に努めておりますが、事業の性格上、市場環境の変

動により大きく影響を受ける傾向があります。こうした状況下において特定の数値による予想を開示することは、

投資家・株主の皆様のご判断に誤解を与える懸念があるため、当社は四半期単位の業績予想を開示させていただい

ております。

「平成20年３月期　第３四半期業績予想」（平成19年10月１日～平成19年12月31日）

営業収益（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

1,459 △274 △274 △297

（中期経営計画等の進捗状況）

　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

　当中間会計期間末の資産の部は347億59百万円（前年同期比108.2％）となり、前事業年度末より55億77百万円増加

いたしました。主な要因は、顧客分別金信託を含む預託金20億39百万円、信用取引資産11億49百万円、トレーディン

グ商品10億８百万円、短期差入保証金５億70百万円及び有形・無形固定資産２億46百万円が増加したことによるもの

であります。

　負債の部は220億15百万円（前年同期比119.2％）となり、前事業年度末より64億89百万円増加いたしました。主な

要因は、信用取引負債47億55百万円、受入保証金20億40百万円、約定見返勘定８億21百万円増加しました一方、預り

金が12億78百万円減少したことによるものであります。

　純資産の部は127億44百万円（前年同期比93.3％）となり、前事業年度末より９億11百万円減少いたしました。主な

要因は新株予約権（ストックオプション）の行使により、資本金及び資本準備金合計で20百万円増加しました一方、

配当支払による３億18百万円及び中間純損失６億11百万円の減少によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物の残高状況は、前事業年度末に比べ31億75百万円増加し、54億88

百万円となりました。

　当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次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18億72百万円の支出から39億71百万円の収入とな

りました。

　主な内訳は、信用取引資産と信用取引負債の差額36億６百万円及び受入保証金20億40百万円及び顧客分別金信

託５億90百万円増加した一方、預り金12億78百万円及び短期差入保証金５億70百万円等の減少によるものであり

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、本店等のレイアウト変更による有形及び無形固定資産の取得３億10百

万円、及び長期差入保証金の差入１億96百万円等によるものであり、差引５億１百万円の減少となりました。

（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、株式の発行による20百万円の収入と配当金の支払額３億15百万円があ

り、差引２億95百万円の減少となりました。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　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。

(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。

 

　当社の事業内容は以下のとおりであります。　

（証券業）

有価証券の売買、有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集若しく

は売出しの取扱いまたは私募の取扱い、その他証券関連業務。

（新規事業）

当社は、平成19年10月１日付で、三貴商事株式会社が運営するオンライン事業の一部を承継する吸収分割を行なっ

ております。承継するオンライン事業の内容は以下のとおりです。

　取引所為替証拠金取引（「くりっく365」）

金融商品取引法に基づき設置された東京金融取引所に上場されている「くりっく365」について、委託者の委託

を受けて執行する業務。

　店頭為替証拠金取引（「FX24」）

金融商品取引法に基づく金融商品取引業者の登録を受け、委託者の委託を受けて、通貨の売買を行なう外国為

替証拠金取引の受託業務(店頭での為替証拠金取引は、金融商品取引業者がお客様の取引の相手方となる相対取

引であります)。

　商品先物取引（「COMパス」）

商品取引所法に基づき設置された商品取引所が開設する商品市場に上場されている各種の商品先物取引(商品取

引所法に規定する現物先物取引、現金決済取引、指数先物取引及びオプション取引)について、委託者の委託を

受けて執行する業務。
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1．証券業について

(1） 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19年３月期73.3％、平成20年３月期中間会計期間66.9％と高水準に推移しております。した

がって、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影響を及ぼすことが予

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目指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には、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）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

した証券会社及びネット証券のディスカウントブローカーの出現等、業務の独自性を競う時代に突入しており

ます。また、規制緩和に伴い、銀行や保険会社等による金融商品の取扱いが急拡大し、さらに提供される金融

商品も多様化する等、金融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影響を及ぼす可能性がありま

す。

　また、当社は株式委託売買業務からの収益が大半を占めておりますが、競合他社による委託手数料の引き下

げ競争が発生した場合には、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等により、

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。

(3）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当該証券に売却

損・評価損が発生した場合には、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。

　また、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。

(4）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、担保不足が生ずる等のリスク回避に

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保証金を顧客に求めても差入れに応じない場合には、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

に影響を及ぼす可能性があります。

　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、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性がありま

す。
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(5）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、当社の財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

2．新規事業への参入について

　当社は、平成19年10月１日付で三貴商事株式会社が運営するオンライン事業の一部を承継する吸収分割を行なっ

ております。

　当社は、「世界のマーケットに新しい風を」を基本コンセプトに、広くグローバルなマーケットから選りすぐっ

た、「旬」で良質な商品・サービスをお客様のニーズにあわせて提供したいと考え、投資信託、外国債券を中心に

品揃えの拡充を進めております。その一方で、従来から顧客の利便性向上を目的とした販売チャネルの多様化を検

討してまいりました。

　分割会社である三貴商事株式会社は、東京金融取引所に上場されている取引所為替証拠金取引（「くりっく

365」）での実績があり、店頭為替証拠金取引（「FX24」）、商品先物取引（「COMパス」）についてもサービスを

展開していることから、これらの取引を取扱う三貴商事株式会社のオンライン事業を承継することによって、証券、

為替、コモディティが商品ラインナップとして揃い、相乗効果が期待されることから、当社はこの度三貴商事株式

会社との吸収分割を実施いたしました。

　しかしながら、為替相場・商品市況等の変動等により顧客に多額の損失が発生した場合、当社自身のシステム障

害が発生した場合、また、カウンターパーティーである提携金融機関がシステム障害その他の理由で機能不全に陥っ

た場合には、当初の計画通りに事業が進捗せず、計画通りの収益が得られるまでに長期間を要したり、または、当

初目論んでいた結果が得られないこととなり、当社の財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。

3．法的規制について

(1）金融商品取引法、商品取引所法等について

　当社は、証券業及び金融先物に関する業務ならびに商品先物取引に関する業務を行っております。これらの

業務は金融商品取引法ならびに商品取引所法等の適用を受けるものであり、証券業及び金融先物取引について

は金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録、商品先物取引については商品取引員として主務大臣の許可を

受けた者でなければ営んではならない旨が定められております。現時点において、これらの登録・許可等につ

いて取消事由に該当する事実や業務停止等の行政処分を受けるような事実はないと認識しております。

　しかしながら、将来、当社の主要事業について、法令・規則等の改定等により新たな規制が導入された場合

や、何らかの事由により登録・許可等の取消等があった場合には、当社の事業の継続性及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。

(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。当社は、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、何らかの理由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財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

4．システムについて

　当社が業務を行う上で、コンピュータシステムは必要不可欠なものであり、そのため、システムの改善、サーバー

の増強などシステムの安定稼動に努めております。しかしながら、アクセス数の増加、また、取引注文の想定を上

回る集中、その他の要因などによりシステム障害が生じ、顧客取引の処理を適切に行えない場合には、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。さらに今後、システムの開発・増強に伴う費用の増加も予想さ

れ、そのような場合には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。
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5．資金調達について

　当社は日々、同業者、顧客及びクリアリング機構等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

態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

6．筆頭株主との関係について

　当社の取締役（非常勤）である川路耕一は、当社の筆頭株主であります。当中間会計期間末日現在における、同

氏及びその配偶者並びに同氏の近親者が所有している会社が所有する当社株式の当社発行済株式総数に対する所有

割合は58.4％であり、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）に影響力を持ちます。そのため、今後、同氏と当社の関係に変化が生じた場合には、当社

の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

7．その他

(1）人材の確保及び育成について

　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、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）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する可能性があります。

(3）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発生したトラブルが訴訟等に発展し、万一当社の主張が認められなかった場合に

は、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。
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２．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、社名をＫＯＢＥ証券から「インヴァスト証券」に変更し、経営の根幹となる行動指針

を「誠実＝インテグリティ」と定めました。「インテグリティ（integrity）」は、誠意、信頼、高潔を意味し、客観

的に誰から見ても「誠実」という大変重みのある言葉です。

　当社は、金融業の原点はまさにこの「インテグリティ」にあると考え、これを行動指針とすることで、企業として

社会的責任を果たすことやコンプライアンスを遵守することはもちろん、お客様が安心して資産を託すことができる

証券会社を目指してまいります。

　また、「貯蓄から投資へ」の流れが加速し、投資家保護と市場機能の強化を目的とする金融商品取引法が施行され

るなかで、以下の三つが当社のミッション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

広くグローバルなマーケットの中から選りすぐった、多種多様な「旬」の商品・サービスをご提供いたします。

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 

投資家保護を念頭に置いた金融商品取引法の趣旨にのっとり、商品・サービスの魅力だけでなく、リスクや詳し

い仕組みにいたるまで、可能な限り平易な言葉でご説明いたします。

③ 資本市場に送り出せる企業を発掘し育成すること 

「証券のプロ集団」として、引受審査体制を強化し、上場を目指す企業をサポートいたします。

(2）中長期的な会社の経営戦略

　当社の社名であるインヴァストは、「投資」を意味する「invest」と、「広大な」を意味する「vast」をつなぎあ

わせた造語であり、「世界のマーケットに新しい風を」を基本コンセプトに、広くグローバルな金融マーケットの中

から旬で、良質な商品・サービスを選りすぐって提供してまいります。また、金融商品に関する一定の知識と経験を

持ち、資産運用のポートフォリオの中で、リスクが十分にとれるお客様に対応する商品等の開発にも力を入れ、知的

興奮に満ちた商品・サービスの提供を通して、既成概念にとらわれず、お客様に驚きと感動を与える「一歩先行く証

券会社」を目指してまいります。

　これまで証券の対面取引に特化してまいりました販売戦略につきましても、取引所為替証拠金取引（「くりっく

365」）、店頭為替証拠金取引（「FX24」）、商品先物取引（「COMパス」）のオンライン取引を吸収分割により事業

承継することで、オンラインによる多様なサービス提供のインフラ及びノウハウを獲得することができ、今後、証券

分野におけるネット事業として、「日経225先物」、「投資信託」、「外国債券」などのインターネット取引を順次開

始する予定となっております。

　これにより証券、為替、コモディティが商品ラインナップとして揃うことで、対面、ネットを問わず、多種多様な

お客様のニーズに幅広く対応できる商品・サービスを提供してまいります。

(3）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、これまでの

証券対面営業、ＩＰＯに加え、三貴商事株式会社からの吸収分割の実施によってオンライン事業（取引所為替証拠金

取引（「くりっく365」）、店頭為替証拠金取引（「FX24」）、商品先物取引（「COMパス」））を承継し、収益の多

様化と販売チャネルの多様化を図っております。

　また、お客様が安心して資産を託していただけるよう、ガバナンスの確立を重視しており、企業としての社会的責

任を果たし、透明度の高い公正な経営を行うために、弁護士、公認会計士・公認不正検査士、コンサルタント等のプ

ロフェッショナルを社外取締役・社外監査役として招聘し、社外の法律事務所に「通報相談窓口」を設置するなど、

外部からのチェックが可能な体制を整備しております。

　今後につきましても、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

るべく、努力してまいります。

(4）その他、会社の経営上重要な事項

　当社は、平成19年10月１日付で、三貴商事株式会社が運営するオンライン事業の一部を承継する吸収分割を行なっ

ております。なお、当該吸収分割の概要につきましては「１　経営成績（4）事業等のリスク」及び「３　中間財務諸

表　注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。
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３．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）            

流動資産            

現金・預金   566   929    445  

預託金   8,388   9,531    7,491  

トレーディング商品   ―   1,008    ―  

商品有価証券等  ―   1,008    ―   

約定見返勘定   0   ―    ―  

信用取引資産   21,888   21,012    19,862  

信用取引貸付金  21,826   20,982    19,763   

信用取引借証券
担保金

 62   29    99   

短期差入保証金   40   600    30  

未収収益   219   223    198  

繰延税金資産   61   ―    34  

その他の流動資産   75   97    192  

貸倒引当金   △6   △10    △5  

流動資産計   31,234 97.2  33,392 96.1 2,158  28,249 96.8

固定資産            

有形固定資産 ※１  241   369    249  

無形固定資産   43   187    61  

投資その他の資産   613   810    622  

投資有価証券 ※２ 332   328    330   

長期差入保証金  264   462    268   

その他  16   19    22   

貸倒引当金  △0   △0    △0   

固定資産計   898 2.8  1,367 3.9 468  932 3.2

資産合計   32,133 100.0  34,759 100.0 2,626  29,181 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）            

流動負債            

トレーディング商品   ―   5    ―  

デリバティブ取引  ―   5    ―   

約定見返勘定   ―   821    ―  

信用取引負債   10,478   14,073    9,317  

信用取引借入金 ※２ 10,407   13,845    9,117   

信用取引貸証券
受入金

 70   227    199   

預り金   6,353   3,212    4,490  

受入保証金   1,201   3,378    1,337  

未払費用   117   146    138  

未払法人税等 ※３  19   15    18  

賞与引当金   ―   60    ―  

役員賞与引当金   9   ―    ―  

その他の流動負債   12   120    30  

流動負債計   18,191 56.6  21,834 62.8 3,643  15,333 52.5

固定負債            

退職給付引当金   95   88    96  

長期未払金   115   26    26  

その他の固定負債   7   2    6  

固定負債計   219 0.7  117 0.3 △101  129 0.5

特別法上の準備金            

証券取引責任準備金 ※４  62   62    62  

特別法上の準備金計   62 0.2  62 0.2 0  62 0.2

負債合計   18,472 57.5  22,015 63.3 3,542  15,525 53.2

（純資産の部）  

株主資本         

資本金  5,954 18.5 5,964 17.2 10 5,954 20.4

資本剰余金  

資本準備金  5,056 5,067 5,056

資本剰余金合計  5,056 15.8 5,067 14.6 10 5,056 17.3

利益剰余金  

利益準備金  86 86 86

その他利益剰余金     

別途積立金  984 984 984

繰越利益剰余金  1,575 641 1,571

利益剰余金合計  2,646 8.2 1,712 4.9 △933 2,643 9.1

株主資本合計  13,657 42.5 12,744 36.7 △913 13,654 46.8

評価・換算差額等         

その他有価証券評価差
額金

 2 0.0 0 0.0 △2 1 0.0

評価・換算差額等合計  2 0.0 0 0.0 △2 1 0.0

純資産合計  13,660 42.5 12,744 36.7 △915 13,656 46.8

負債純資産合計  32,133 100.0 34,759 100.0 2,626 29,181 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

営業収益            

受入手数料   1,125   894  △231  2,154  

委託手数料  998   759    1,888   

引受け・売出し
手数料

 4   5    22   

募集・売出しの
取扱手数料

 84   81    166   

その他  38   48    77   

トレーディング損益 ※１  449   201  △247  702  

金融収益   199   276  77  384  

その他の営業収益   174   57  △117  272  

営業収益計   1,949 100.0  1,430 100.0 △518  3,514 100.0

金融費用   37 1.9  73 5.1 36  89 2.6

純営業収益   1,911 98.1  1,356 94.9 △555  3,424 97.4

販売費・一般管理費            

取引関係費  167   292    336   

人件費  944   882    1,819   

不動産関係費  263   325    492   

事務費  126   147    247   

減価償却費 ※２ 22   36    48   

租税公課  28   22    48   

その他  56   74    102   

販売費・一般
管理費計

  1,609 82.6  1,781 124.5 171  3,097 88.1

営業利益又は営業損失（△）   301 15.5  △424 △29.6 △726  327 9.3

営業外収益 ※３  3 0.2  9 0.7 5  6 0.2

営業外費用 ※４  1 0.1  13 1.0 11  2 0.1

経常利益又は経常損失（△）   303 15.6  △428 △29.9 △732  330 9.4

特別利益            

証券取引責任準備金戻入  0   ―    0   

役員退職慰労金戻入  ―   ―    18   

特別利益　計   0 0.0  ― ― △0  18 0.5

特別損失            

固定資産処分損 ※５ 33   119    41   

減損損失 ※６ ―   17    ―   

リース契約解除損  ―   7    9   

証券取引責任準備金繰入れ  ―   0    ―   

特別損失　計   33 1.7  145 10.2 111  50 1.4

税引前中間(当期)純利益又は
税引前中間純損失（△）

  270 13.9  △573 △40.1 △844  298 8.5

法人税、住民税及び
事業税

※７ 6   3   △3 10   

法人税等調整額  111 118 6.1 34 38 2.7 △76 138 149 4.3

中間（当期）純利益又は中間
純損失（△）

  152 7.8  △611 △42.8 △764  149 4.2
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

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 別途積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日　残高

　　　　　 　 （百万円)
5,954 5,056 5,056 86 984 1,805 2,876 13,887

中間会計期間中の変動額

 　剰余金の配当（注）      △382 △382 △382

 　中間純利益      152 152 152

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

        

 中間会計期間中の変動額合

計　　　　（百万円）
― ― ― ― ― △230 △230 △230

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　（百万円）
5,954 5,056 5,056 86 984 1,575 2,646 13,657

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

 中間会計期間中の変動額

 　剰余金の配当（注）   △382

 　中間純利益   152

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△1 △1 △1

 中間会計期間中の変動額　

合計　　　　（百万円）
△1 △1 △231

 平成18年９月30日　残高

　　　　　　　（百万円）
2 2 13,660

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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 別途積立金

繰越利益
剰余金

 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

中間会計期間中の変動額

 　新株の発行 10 10 10     20

 　剰余金の配当      △318 △318 △318

 　中間純損失      △611 △611 △611

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

        

 中間会計期間中の変動額合

計　　　　（百万円）
10 10 10 ― ― △930 △930 △910

 平成19年９月30日　残高

　　　　　　（百万円）
5,964 5,067 5,067 86 984 641 1,712 12,744

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19年３月31日　残高

　　　　　　　（百万円）
1 1 13,656

 中間会計期間中の変動額

 　新株の発行   20

 　剰余金の配当   △318

 　中間純損失   △611

 　株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

△1 △1 △1

 中間会計期間中の変動額　

合計　　　　（百万円）
△1 △1 △911

 平成19年９月30日　残高

　　　　　　　（百万円）
0 0 12,744
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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 別途積立金

繰越利益
剰余金

 平成18年３月31日　残高

　　　　　 　 （百万円)
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（注）      △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（注）   △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

（注）平成18年６月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
(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（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間（当期）純利益又は税引
前中間純損失（△）

 270 △573  298

減価償却費  22 36  48

減損損失  ― 17  ―

貸倒引当金増減額  0 5  0

証券取引責任準備金増減額（△は減
少額）

 △0 0  △0

退職給付引当金増減額（△は減少額）  △1 △8  △0

賞与引当金増減額  ― 60  ―

役員賞与引当金増減額（△は減少額）  △109 ―  △118

固定資産処分損  25 95  32

受取利息及び受取配当金  △46 △60  △53

支払利息  ― 4  ―

為替差益  ― △0  ―

顧客分別金信託の増減額  1,190 590  2,406

トレーディング商品の増減額（△は
減少額）

 ― △1,008  ―

約定見返勘定（資産）の増減額（△
は増加額）

 △0 27  △27

約定見返勘定（負債）の増減額  ― 821  ―

信用取引資産の増減額（△は増加額）  △6,432 △1,149  △4,406

信用取引負債の増減額  5,607 4,755  4,446

立替金の増減額（△は増加額）  △0 △5  0

短期差入保証金の増減額（△は増加
額）

 20 △570  30

貸付金の増減額（△は増加額）  2 △0  1

預り金の増減額（△は減少額）  △823 △1,278  △2,686

受入保証金の増減額（△は減少額）  △415 2,040  △279

未払費用の増減額（△は減少額）  △128 7  △107

長期未収入金の増減額  0 0  1

長期未払金の増減額（△は減少額）  △20 ―  △109

その他  △109 109  △141

小計  △946 3,919 4,866 △663

利息及び配当金の受取額  46 60  53

利息の支払額  ― △4  ―

株式公開関連費用の支払額  △6 ―  △6

法人税等の支払額  △1,215 △3  △1,256

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,122 3,971 6,094 △1,872

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取得による
支出

 △125 △310  △166

投資有価証券の売却による収入  ― ―  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  4 2  7

長期差入保証金の差入による支出  △40 △196  △46

長期貸付金による支出  ― △0  △9

その他  3 3  2

投資活動によるキャッシュ・フロー  △158 △501 △343 △213

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  ― 20  ―

配当金の支払額  △377 △315  △377

財務活動によるキャッシュ・フロー  △377 △295 81 △377

Ⅳ　現金及び現金同等物の換算差額  ― 0 0 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△は
減少額）

 △2,657 3,175 5,832 △2,462

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,775 2,312 △2,462 4,775

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高

 2,117 5,488 3,370 2,312
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 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純資産直

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

同　　左

その他有価証券

・時価のあるもの

同　　左

 

 

・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

・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。

建物　　　　　８年～50年

器具及び備品　４年～15年

(1）有形固定資産

同　　左

 

 

 

(1）有形固定資産

同　　左

― （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い当中間会

計期間より平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更してお

ります。これにより営業損失、

経常損失及び税引前中間純損失

はそれぞれ２百万円増加してお

ります。

―

 

 

(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

(2）無形固定資産

同　　左

４．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

(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、当中間会計期間発生額を計

上しております。

(2）役員賞与引当金

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。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

― (3）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えるため、当中間会計期間発生

額を計上しております。

（追加情報）

従来、未払従業員賞与について

は、流動負債の「未払費用」に

含めて表示しておりましたが、

賞与制度の見直しに伴い中間財

務諸表作成時において支給額が

確定しないこととなったため、

当中間会計期間より「賞与引当

金」として区分掲記しておりま

す。

なお、前中間会計期間の未払費

用に含まれている未払賞与の金

額は53百万円であります。

―

 

 

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

「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

職による当中間会計期間末要支

給額の100％を計上しておりま

す。

(4）退職給付引当金

同　　左

(4）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。

 

 

(5）証券取引責任準備金

証券事故による損失に備えるた

め、証券取引法第51条及び「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。

(5）証券取引責任準備金

有価証券の売買その他の取引又

はデリバティブ取引等に関して

生じた事故による損失に備える

ため、金融商品取引法第46条の

５及び金融商品取引業に関する

内閣府令第175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。

(5）証券取引責任準備金

証券事故による損失に備えるた

め、証券取引法第51条及び「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。

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同　　左 同　　左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

手許現金、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 同　　左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

なお、仮受消費税等と控除対象の仮

払消費税等は相殺し、その差額を

「その他の流動資産」に含めて表示

しております。

消費税等の会計処理

同　　左

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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）

当中間会計期間より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成

17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は13,660

百万円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

― （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）

当中間会計期間より「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。

― （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。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（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

計額は155百万円であります。

※１．有形固定資産より控除した減価償却累

計額は171百万円であります。

※１．有形固定資産より控除した減価償却累

計額170百万円であります。

※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 ※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
中間期
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

10,407 ― ― ―

短期
借入
金

― 316 ― 316

計 10,407 316 ― 316

被担保債務 担保に供されている資産

科目
中間期
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

13,845 ― 4,130 4,130

短期
借入
金

― 316 ― 316

計 13,845 316 4,130 4,446

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、中間貸借対照表計

上額によっております。

２．保管有価証券は中間貸借対照表に計

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4,912百万円を差入れておりま

す。また、保管有価証券123百万円

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、中間貸借対照表計

上額によっております。

２．保管有価証券は中間貸借対照表に計

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1,492百万円、保管有価証券14

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。

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 79

信用取引借入金の本担保証券 10,866

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 20,254

信用取引借証券 67

受入証拠金代用有価証券 123

受入保証金代用有価証券 16,161

項目
金額

（百万円）

差入れた有価証券

信用取引貸証券 253

信用取引借入金の本担保証券 14,577

差入保証金代用有価証券 4,130

受入れた有価証券

信用取引貸付金の本担保証券 18,042

信用取引借証券 29

受入証拠金代用有価証券 14

受入保証金代用有価証券 11,602

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

※３．未払法人税等に含まれている諸税金の

未納付額

住民税 3百万円

事業税 15

計 19

住民税 2百万円

事業税 12

計 15

住民税 3百万円

事業税 15

計 18
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法

令の条項は、次のとおりであります。

証券取引責任準備金

証券取引法第51条

※４．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。

金融商品取引責任準備金

金融商品取引法第46条の５

※４．特別法上の準備金の計上を規定した法

令の条項は、次のとおりであります。

証券取引責任準備金

証券取引法第51条

　５．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

中間会計期間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  

同　　左 　５．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、前中間会計期間末における借入

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  

― なお、前事業年度末における借入未実

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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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．トレーディング損益の内訳 ※１．トレーディング損益の内訳 ※１．トレーディング損益の内訳

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

446 ― 446

 
債券等ト
レーディ
ング損益

446 ― 446

 

その他の
トレー
ディング
損益

 ― ―  ―

計 449 ― 449

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

201 △3 198

 
債券等ト
レーディ
ング損益

265  26 292

 

その他の
トレー
ディング
損益

△64 △29 △93

計 204 △3 201

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．当中間会計期間に実施した減価償却費

は、次のとおりであります。

※２．当中間会計期間に実施した減価償却費

は、次のとおりであります。

※２．当事業年度に実施した減価償却費は、

次のとおりであります。

 百万円

有形固定資産 17  

無形固定資産 4  

長期前払費用 1  

計 22  

 百万円

有形固定資産 29  

無形固定資産 5  

長期前払費用 1  

計 36  

 百万円

有形固定資産 37  

無形固定資産 9  

長期前払費用 2  

計 48  

※３．営業外収益

営業外収益の主な内容は、為替差益１

百万円等であります。

※３．営業外収益

営業外収益の主な内容は、為替差益３

百万円、雑益６百万円であります。

※３．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。

※４．営業外費用

営業外費用の主な内容は、遊休資産の

管理費１百万円等であります。

※４．営業外費用

営業外費用の主な内容は、和解金７百

万円等であります。

※４．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。

※５．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。

※５．固定資産処分損

店舗のレイアウト変更等に伴う除却並

びに原状回復費等によるものでありま

す。

※５．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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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

─

 

※６．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）

東京都
港区

会議室
（処分予
定資産）

建物 17

器具
備品

0

合計 17

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、遊休資産及び処分予定

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、賃借資産の見直

しにより解約手続きを決定したため資

産グループの帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当額減少額を減損損失と

して特別損失に17百万円計上いたしま

した。なお、当該資産グループの回収

可能価額は、正味売却価額により測定

しております。正味売却価額は他の転

用や売却が困難なことから零円として

おります。

※７．法人税、住民税及び事業税 ※７．法人税、住民税及び事業税 ※７．法人税、住民税及び事業税

法人税 2百万円

住民税 3

事業税 0

計 6

住民税 3百万円

計 3

法人税 2百万円

住民税 7

事業税 0

計 10
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式数
当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

  （株）  （株）  （株）  （株）

 発行済株式     

 　　普通株式 63,720 ― ― 63,720

合計 63,720 ― ― 63,720

 自己株式     

 　　普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

２．新株予約権等に関する事項

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）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 前事業年度末株式数
当中間会計期間

増加株式数

当中間会計期間

減少株式数

当中間会計期間末

株式数

  （株）  （株）  （株）  （株）

 発行済株式     

 　　普通株式（注） 63,720 375 ― 64,095

合計 63,720  375  ― 64,095

 自己株式     

 　　普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

(注）普通株式の株式数の増加375株はストック・オプションの行使による新株の発行によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（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 5,000 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

該当事項はありません。
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前事業年度（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
当事業年度

増加株式数

当事業年度

減少株式数
当事業年度末株式数

  （株）  （株）  （株）  （株）

 発行済株式     

 　　普通株式 63,720 ― ― 63,720

合計 63,720 ― ― 63,720

 自己株式     

 　　普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

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

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29日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

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９月30日現在）　　　　　百万円 （平成19年９月30日現在）　　　　　百万円 （平成19年３月31日現在）　　　　　百万円

現金・預金勘定 566

預託金勘定 8,388

預入期間が３ヶ月を超える預金・

預託金
△250

顧客分別金信託 △6,586

現金及び現金同等物 2,117

現金・預金勘定 929

預託金勘定 9,531

預入期間が３ヶ月を超える預金・

預託金
△193

顧客分別金信託 △4,779

現金及び現金同等物 5,488

現金・預金勘定 445

預託金勘定 7,491

預入期間が３ヶ月を超える預金・

預託金
△253

顧客分別金信託 △5,370

現金及び現金同等物 2,312

（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

（借主側）

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

（借主側）

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

（借主側）

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

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 21

中間期末残高相当額 38

器具・備品

取得価額相当額 83 百万円

減価償却累計額相当額 29

中間期末残高相当額 53

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．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 11 百万円

１年超 27

合計 39

１年内 15 百万円

１年超 38

合計 53

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

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 5 百万円

減価償却費相当額 5

支払利息相当額 0

支払リース料 8 百万円

減価償却費相当額 7

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

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

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）

前中間会計期間末（平成18年９月30日）

１．トレーディングに係るもの

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。

(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）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 3 7 4

合計 3 7 4

(4）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 中間貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 324

(5）デリバティブ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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当中間会計期間末（平成19年９月30日）

１．トレーディングに係るもの

(1）商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価

種類
中間貸借対照表計上額（百万円） 中間会計期間の損益に含まれた評

価差額（百万円）資産 負債

債券 1,008 ― 26

(注）時価についてはブローカースクリーン等を参考に算出しております。

(2）デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

種類
契約額等

（百万円）

契約額等のうち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

評価損益

（百万円）

為替予約取引     

　売建     

　南アランド 281 ― 290 △8

　買建     

　南アランド 239 ― 242 2

(注）時価の算定方法は取引銀行から提示された価格によっております。

２．トレーディングに係るもの以外

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

(3）その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（百万円）
中間貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

株式 3 3 0

合計 3 3 0

(4）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 中間貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 324

(5）デリバティブ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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前事業年度末（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、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。

(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
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(4）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

(5) 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。

(6）デリバティブ取引の時価等に関する事項

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

　営業管理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。

(7) 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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（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

1．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成17年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　　 ４名

当社監査役　　　 ３名

当社従業員　　　176名

当社取締役　　　 １名

当社従業員　　　 ４名

ストック・オプション数 普通株式　　　2,500株 普通株式　　　　263株

付与日 平成17年６月23日 平成17年12月29日

権利確定条件

 付与日（平成17年６月23日）以降、権

利確定日（平成19年６月22日）まで継

続して勤務していること

 付与日（平成17年12月29日）以降、権

利確定日（平成19年12月28日）まで継

続して勤務していること

対象勤務期間

２年間

（自　平成17年６月23日

　至　平成19年６月22日）

２年間

（自　平成17年12月29日

　至　平成19年12月28日） 

権利行使期間 権利確定後５年以内 権利確定後５年以内

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

平成17年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　　　（株）   

前事業年度末 2,431 263

付与 ― ―

失効 1,574 208

権利確定 ― ―

未確定残 857 55

権利確定後　　　　　　　　（株）   

前事業年度末 ― ―

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効 ― ―

未行使残 ― ―
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②　単価情報

平成17年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　　（円） 54,400 137,000

行使時平均株価　　　　　　（円） ― ―

公正な評価単価（付与日）　（円） ― ―

2．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　該当事項はありません。

3．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　該当事項はありません。

4．財務諸表への影響額

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成

19年９月30日）及び前事業年度（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。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 214,381円92銭

１株当たり中間純利益金額 2,390円39銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
2,319円30銭

１株当たり純資産額 198,839円18銭

１株当たり中間純損失金額 9,574円80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

潜在株式調整後１株当たり中間期純利益金額に

ついては、潜在株式は存在するものの１株当た

り中間純損失であるため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益金額又は

中間純損失（△）
（百万円） 152 △611 149

普通株主に帰属しない金額 （百万円） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）

純利益又は中間純損失（△）
（百万円） 152 △611 149

期中平均株式数 （株） 63,720 63,913 63,720

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額
（百万円）    

中間（当期）純利益調整額 （百万円） ― ― ―

普通株式増加数  （株） 1,953 ― 1,675

（うち新株予約権）  (1,953) (―) (1,675)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

 ―  ― ―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

─ 当社は平成19年６月18日開催の取締役会並びに

平成19年８月22日開催の臨時株主総会決議に基

づき、平成19年10月１日をもって三貴商事株式

会社が運営するオンライン事業の一部承継に関

する会社分割を実施いたしました。

 

当社は平成19年６月18日開催の取締役会におい

て、三貴商事株式会社が運営するオンライン事

業の一部承継に関し「吸収分割契約書」を締結

することを決議いたしました。

 

 １．会社分割の目的

　当社は「世界のマーケットに新しい風を」

を基本コンセプトに、広くグローバルなマー

ケットから選りすぐった、「旬」で良質な商

品・サービスをお客様のニーズにあわせて提

供したいと考え、投資信託、外国債券を中心

に品揃えの拡充を進めております。その一方

で、従来から顧客の利便性向上を目的とした

販売チャネルの多様化を検討してまいりまし

た。

　三貴商事株式会社（以下、「三貴商事」）

は、東京金融取引所に上場されている取引所

為替証拠金取引（「くりっく365」）での実績

があり、店頭為替証拠金取引（「FX24」）、

商品先物取引（「COMパス」）についてもサー

ビスを展開していることから、これらの取引

を取扱う同社のオンライン事業（以下「承継

事業」）を承継することによって、証券、為

替、コモディティが商品ラインナップとして

揃い、相乗効果が期待されることから、当社

はこの度三貴商事との吸収分割を実施いたし

ました。

１．会社分割の目的

　当社は「世界のマーケットに新しい風を」

を基本コンセプトに、広くグローバルなマー

ケットから選りすぐった、「旬」で良質な商

品・サービスをお客様のニーズにあわせて提

供したいと考え、投資信託、外国債券を中心

に品揃えの拡充を進めております。その一方

で、従来から顧客の利便性向上を目的とした

販売チャネルの多様化を検討してまいりまし

た。

　三貴商事株式会社（以下、「三貴商事」）

は、東京金融先物取引所に上場されている取

引所為替証拠金取引（「くりっく365」）での

実 績 が あ り 、 店 頭 為 替 証 拠 金 取 引

（「FX24」）、商品先物取引（「COMパス」）

についてもサービスを展開していることから、

これらの取引を取扱う同社のオンライン事業

（以下「承継事業」）を承継することによっ

て、証券、為替、コモディティが商品ライン

ナップとして揃い、相乗効果が期待されるこ

とから、当社はこの度三貴商事との吸収分割

契約を締結いたしました。

 

 ２．会社分割により承継する事業内容等につい

て

(1）承継した事業内容

  オンライン事業

    ①取引所為替証拠金取引

　　　（「くりっく365」）

    ②店頭為替証拠金取引（「FX24」）

    ③商品先物取引（「COMパス」）

(2）承継した事業の営業収益

　　1,532百万円（平成19年３月期）

(3）承継した資産（平成19年９月30日現在）

資産
金額

（百万円）
負債

金額

（百万円）

流動資産 39,564 流動負債 39,601

固定資産 863 固定負債 ―

  引当金 13

合計 40,428 合計 39,614

 

２．会社分割により承継する事業内容等につい

て

(1）承継する事業内容

  オンライン事業

    ①取引所為替証拠金取引

      （「くりっく365」）

    ②店頭為替証拠金取引（「FX24」）

    ③商品先物取引（「COMパス」）

(2）承継する事業の営業収益

　　1,532百万円（平成19年３月期）

(3）承継する資産（平成19年３月31日現在）

資産
金額

（百万円）
負債

金額

（百万円）

流動資産 29,195 流動負債 29,129

固定資産 656 固定負債 5

  引当金 13

合計 29,851 合計 29,148
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

  (4）分割した会社の概要

商号 三貴商事株式会社

代表者 代表取締役社長　水戸部　茂

住所 東京都中央区東日本橋

一丁目５番６号

資本金 1,000百万円

事業内容 商品先物取引業

商品投資販売業

金融先物取引業

業績 平成19年３月期

営業収益 7,670 百万円

経常利益 △1,236 百万円

当期純利益 △951 百万円

資産合計 48,093 百万円

負債合計 36,596 百万円

純資産合計 11,496 百万円

 ３．会社分割の形態

　三貴商事を分割会社、当社を承継会社とし、

承継事業に代わり金銭（26億45百万円）を交

付する吸収分割であります。

３．会社分割の形態

　三貴商事を分割会社、当社を承継会社とし、

承継事業に代わり金銭（26億45百万円）を交

付する吸収分割であります。但し、当該金額

は承継事業のシステム投資に係る債務を当社

が承継する場合には減額されることがありま

す。

 

 ４．割当株式数

　分割による株式の割当は行っておりませ

ん。

 

４．割当株式数

　分割による株式の割当は行われない。

 ５．承継による増加資本金

　該当ありません。

５．承継による増加資本金

　該当ありません。

 

 ６．分割の日程

　効力発生日　　　　　平成19年10月１日

６．分割の日程

  分割契約締結　　　　 　平成19年６月18日

  分割承認株主総会　　 　平成19年８月22日

  分割予定日(効力発生日）平成19年10月１日

 

 ７．承継会社が承継した権利義務

　分割の効力発生日時点における承継事業に

係る資産、債務、雇用契約その他の権利義務

を原則として承継いたしましたが、効力発生

日以降三貴商事が行う対面取引での商品先物

取引及び当社から取次ぎを受ける商品市場取

引の受託を行うために必要な権利義務等は当

社に承継しておりません。

７．承継会社が承継する権利義務

　分割の効力発生日時点における承継事業に

係る資産、債務、雇用契約その他の権利義務

を原則として承継いたしますが、効力発生日

以降三貴商事が行う対面取引での商品先物取

引及び当社から取次ぎを受ける商品市場取引

の受託を行うために必要な権利義務等は当社

に承継されません。

 

 ８．実施した会計処理の概要

　本会社分割は「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会平成15年10月31日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針

第10号平成17年12月27日）に基づき、共通支

配下の取引として会計処理を行っております。

８．その他

　本分割は、その実行に必要又は適切な監督

官庁又は取引所の許認可、登録又は届出その

他の手続の実行を条件としてその効力を生じ

るものといたします。
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平成20年３月期　中間決算概況資料

１．受入手数料

(1）科目別内訳

（単位：百万円）

 前年中間期 当中間期
前年中間期比

（％）
前期

委託手数料 998 759 76.0 1,888

（株　券） (988) (754) (76.4) (1,872)

（債　券） (0) (0) (50.6) (1)

（その他） (9) (3) (43.2) (14)

引受け・売出し手数料 4 5 106.7 22

（株　券） (4) (5) (106.7) (22)

（債　券） (―) (―) (―) (―)

募集・売出しの取扱手数料 84 81 96.8 166

その他の受入手数料 38 48 127.2 77

合計 1,125 894 79.5 2,154

(2）商品別内訳

（単位：百万円）

 前年中間期 当中間期
前年中間期比

（％）
前期

株券 1,009 773 76.6 1,921

債券 1 0 22.1 2

受益証券 114 121 106.0 230

その他 ― ― ― ―

合計 1,125 894 79.5 2,154

２．トレーディング損益

（単位：百万円）

 前年中間期 当中間期
前年中間期比

（％）
前期

株券等 3 3 108.9 3

債券等 446 198 44.5 699

（債　券） (446) (292) (65.5) (699)

（その他） (―) (△93) (―) (―)

合計 449 201 44.9 702
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３．株式売買高（先物取引を除く）

（単位：千株、百万円）

 前年中間期 当中間期
前年中間期比

（％）
前期

 株数 金額 株数 金額 株数 金額 株数 金額

合計 127,078 170,432 155,506 154,078 122.4 90.4 307,444 346,543

  （自己） (6) (2,781) (2) (1,274) (34.5) (45.8) (27) (4,105)

  （委託） (127,072) (167,651) (155,504) (152,804) (122.4) (91.1) (307,417) (342,437)

委託比率（％) 99.9 98.4 99.9 99.2 99.9 98.8

東証シェア（％) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

１株当たり

委託手数料
 7円70銭 4円84銭  ６円４銭

４．引受・募集・売出の取扱高

（単位：千株、百万円）

前年中間期 当中間期
前年中間期比

（％）
前期

引受高

株券 (株数) 0 20 5,474.1 2

〃 (金額) 122 113 92.8 360

債券 (額面金額) ― ― ― ―

コマーシャルペー

パー及び外国証書

等

(額面金額) ― ― ― ―

※募集・売出

の取扱高

株券 (株数) 32 18 56.9 34

〃 (金額) 253 103 40.9 475

債券 (額面金額) 9,587 5,858 61.1 15,615

受益証券 (額面金額) 2,895 3,481 120.2 6,628

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）

前年中間期末 当中間期末 前期末

基本的項目 資本合計 （Ａ） 13,657 12,744 13,335

補完的項目 評価差額金（評価益）等 2 0 1

 証券取引責任準備金等 62 62 62

 一般貸倒引当金 6 10 5

 計 （Ｂ） 71 73 70

控除資産   （Ｃ） 1,094 1,535 1,145

固定化されていない自己資本（Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ) （Ｄ） 12,634 11,282 12,260

リスク相当額 市場リスク相当額 0 117 0

 取引先リスク相当額 447 432 408

 基礎的リスク相当額 853 781 786

 計 （Ｅ） 1,301 1,331 1,195

自己資本規制比率 （Ｄ）／（Ｅ）×100（％） 970.5 847.1 1,025.3

６．役職員数

（単位：人）

 前年中間期末 当中間期末 前期末

役員 9 10 9

従業員 220 178 202
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損益計算書の四半期推移
（単位：百万円）

期別 前第２四半期
（18.７.１
18.９.30）

前第３四半期
（18.10.１
18.12.31）

前第４四半期
（19.１.１
19.３.31）

当第１四半期
（19.４.１
19.６.30）

当第２四半期
（19.７.１
19.９.30）科目

営業収益 906 735 830 769 660

受入手数料 457 488 540 467 427

トレーディング損益 245 93 159 120 81

金融収益 85 91 94 150 125

その他の営業収益 117 61 35 31 25

金融費用 22 25 27 33 39

純営業収益 883 710 802 736 620

販売費・一般管理費 735 727 760 900 880

取引関係費 75 78 90 156 136

人件費 454 443 432 454 427

不動産関係費 111 109 119 142 183

事務費 62 53 67 79 67

減価償却費 12 13 13 15 20

租税公課 △4 9 10 14 8

その他 23 21 25 38 36

営業損益 147 △17 42 △164 △259

営業外収益 2 1 1 4 4

営業外費用 0 0 0 12 1

経常損益 148 △16 43 △172 △256

特別利益 ― 0 18 ― ―

特別損失 0 0 16 57 88

税引前当期純損益 148 △16 44 △229 △344

法人税、住民税及び事業税 △3 1 2 1 1

法人税等調整額 67 △37 64 16 18

当期純損益 84 18 △21 △247 △364

インヴァスト証券㈱（8709）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）
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