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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 2,421 0.1 2,302 △0.0 △223 － △172 －

18年９月中間期 2,417 △12.8 2,303 △14.3 △328 － △274 －

19年３月期 5,251  5,031  △387  △334  

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 △280 － △14 03 － －

18年９月中間期 △325 － △16 27 － －

19年３月期 △511  △25 58 － －

（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 24,830 7,727 31.1 386 29 354.5

18年９月中間期 30,618 8,217 26.8 410 73 328.9

19年３月期 30,490 8,039 26.4 401 88 346.4

（参考）自己資本 19年９月中間期 7,727百万円 18年９月中間期 8,217百万円 19年３月期 8,039百万円

(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 272 △94 △1,025 3,663

18年９月中間期 5 △175 △699 4,088

19年３月期 △273 △299 124 4,509

２．配当の状況

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － －

20年３月期 － －
未定

20年３月期（予想） － 未定

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

　証券業の業績は、経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、通常の業績を適正に予想し、開示

することは極めて困難であります。そのような状況において業績予想を開示することは投資家等に誤認を与えるおそれが

あるため、当社は通常の業績予想を開示しておりません。それに代えて、四半期、中間および年間の業績速報値を、決算

数値が確定したと考えられる時点で速やかに開示いたします。
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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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、19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 20,013,042株 18年９月中間期 20,013,042株 19年３月期 20,013,042株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 7,642株 18年９月中間期 7,242株 19年３月期 7,242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、32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

　当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加、雇用環境の改善、個人消費

の持ち直しの動きが見られるなど、景気は緩やかな回復基調をたどりました。このような環境下にあって日本の株式

市場は、期初から緩やかながらも下値を切り上げ、６月上旬には日経平均株価は18,000円台を回復しました。しかし

ながら、８月に米国のサブプライムローン問題によるマネー動向の変調を契機とする世界連鎖株安が起こり、日経平

均株価も15,000円台まで急落、その後も16,000円台での一進一退となりました。結局、９月末の日経平均株価は３月

末比2.9％減の16,785円69銭と小幅下落となりました。また、新興市場も個人投資家の本格的な立ち直りが見えず低調

な売買が続き、日経ジャスダック平均が３月末比12.3％減の1,861.32ポイント、東証マザーズ指数も29.4％減の732.72

ポイントとなりました。

　このような状況の中、当社の経営成績の概要は次のとおりとなりました。

（受入手数料）

　当中間会計期間の受入手数料の合計は、15億55百万円（前年同期比2.6％減）となりました。これを科目別の内訳で

見ますと以下のとおりです。

・委託手数料

　委託手数料は、期初から緩やかな回復基調をたどり、米国のサブプライムローン問題の影響もありましたが、株式

の委託手数料は12億16百万円（前年同期比4.6％増）と増加し、債券委託手数料等と合わせた合計で、12億20百万円

（前年同期比4.4％増）となりました。

・引受け・売出し手数料

　引受け・売出し手数料は、10百万円（前年同期比66.8％減）となりました。

・募集・売出しの取扱手数料

　募集・売出しの取扱手数料は、国内投信の取扱いによる受益証券の取扱手数料が２億円（前年同期比54.3％増）と

増加しましたが、債券の取扱手数料が減少したため、合計で２億２百万円（前年同期比35.1％減）となりました。

・その他の受入手数料

　その他の受入手数料は、国内投信の取扱いの増加に伴う信託報酬が増加したこと等により、受益証券のその他受入

手数料が１億１百万円（前年同期比70.7％増）と増加したため、株式のその他受入手数料等と合わせた合計で、１億

22百万円（前年同期比45.9％増）となりました。

（トレーディング損益）

　当中間会計期間のトレーディング損益は、自己売買が中心の株券等のトレーディング益が４億58百万円（前年同期

比10.4％減）と減少しましたが、債券等のトレーディング益が、外国証券の売買に伴う為替レートのスプレッドを再

開したことにより１億85百万円（前年同期比94.0％増）と増加したため、合計で６億43百万円（前年同期比6.0％増）

となりました。

（金融収支）

　当中間会計期間の金融収益は、外国証券の売買に伴う為替レートのスプレッドを再開したことにより２億21百万円

（前年同期比3.9％増）と増加し、金融費用は、借入金利の上昇に伴い支払利息が増加したこと等により１億18百万円

（前年同期比3.6％増）となったため、金融収支は１億３百万円（前年同期比4.1％増）となりました。

（販売費・一般管理費）

　当中間会計期間の販売費・一般管理費は、リース料の増加等により不動産関係費が３億20百万円（前年同期比9.0％

増）と増加しましたが、通信費および取引所・協会費の減少等に伴う取引関係費が４億18百万円（前年同期比16.2％

減）、歩合外務員報酬の減少等による人件費12億19百万円（前年同期比5.3％減）と減少したため、25億25百万円（前

年同期比4.0％減）となりました。

（特別損益）

　特別損失は、投資有価証券評価損64百万円、証券取引責任準備金繰入36百万円、貸倒引当金繰入等２百万円を計上

しました。

丸八証券株式会社（8700）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 3 －



(2）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

　当社の資金の財源は、資本金を含む自己資金と保有有価証券の担保差入れによる金融機関からの借入れ、また、朝

日火災海上保険株式会社からの劣後ローンの借入れが主な財源となっております。その他、必要に応じて金融機関か

ら流動的な資金が調達できる体制を構築しております。

　当中間会計期間末の総資産は、証券金融の担保を自己融資見返り株券から現金に差換えた事により短期差入保証金

が６億60百万円増加いたしましたが、信用取引資産の減少48億68百万円、預託金の減少11億16百万円、現金・預金の

減少４億25百万円等により、前年同期比57億87百万円減少し、248億30百万円(前年同期比18.9％減）となりました。

総負債は、信用取引負債32億22百万円、受入保証金11億18百万円、預り金６億28百万円、短期借入金２億円等の減少

により、前年同期比52億98百万円減少し、171億２百万円（前年同期比23.7％減）となりました。

　純資産合計は、４億89百万円減少し、77億27百万円(前年同期比6.0％減）となりました

　また、当中間会計期間末の自己資本規制比率は、354.5％と前年同期比25.6％上昇いたしました。

②キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、期首残高に比べて８億46百万円減少し、36億63百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、２億72百万円の増加（前中間会計期間は５百万円の増

加)となりました。これは主として、短期差入保証金の増加７億円、預り金、受入金の減少３億88百万円による支出及

び税引前中間純損失の計上２億76百万円の計上が生じた一方で、預託金、立替金の減少10億96百万円、信用取引資金

の増加３億15百万円の収入が生じたことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、94百万円の減少（前中間会計期間は１億75百万円の減少）

となりました。これは主として、無形固定資産の取得による支出60百万円、有形固定資産の取得による支出24百万円、

保証金の差入による支出14百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、10億25百万円の減少（前中間会計期間は６億99百万円の

減少)となりました。これは、短期借入金の減少によるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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

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

は、現時点では未定であります。

(4）事業等のリスク

　当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。なお、こ

こに記載する項目については、当社が現状で認識しているものに限られており、その全てが網羅されている訳では

ありません。当社では、リスク発生の可能性を認識し、発生の回避および発生した場合の影響を最小限とすべく、

その対応に努めてまいります。

　①　財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の異常な変動について

　証券会社の業績は株式市況の動向により、大きく変動するため、財政状態・経営成績およびキャッシュ・フロー

に影響を及ぼす可能性があります。当中間会計期間営業収益24億21百万円に占める株式の委託手数料およびディー

リング益の合計は16億75百万円とその69.2％を占めております。

　②　特定の取引先、商品等への依存について

　当社は、ディーリング業務を行っており、自己ポジション等については常に監視をしておりますが、株式相場に

よって大きく変動するため、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。当中間会計期間のディーリングによる収

益は4億58百万円であり、前年同期比10.4％の減少となっております。
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　③　金融商品取引法等法令の遵守について

　当社は第１種金融商品取引業を営んでおり、金融商品取引法等の法令・諸規則等の規制によって営業行為を行っ

ております。万一、重過失の法令違反行為が発生した場合、またその行為に関連する訴訟、報道、風評等によって

会社の信用力が低下する可能性があり、その結果、当社の顧客からの信頼を失い経営成績等に影響を及ぼす可能性

があります。その他、顧客資産の分別管理、また、自己資本規制率についても金融商品取引法により規制されてお

ります。

　④　システム関連について

　当社または当社の業務委託先が業務上使用するコンピューターシステムや回線に、重大な不具合、外部からの不

正アクセス、災害等による障害が発生した場合、障害規模によっては当社業務に支障をきたし、経営成績および財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　⑤　個人情報の漏洩について

　情報セキュリティに対する社会的関心が高まる中、当社も社内規程等を制定整備し、その管理には万全を図って

おりますが、万一、顧客情報等が流出した場合、賠償金の発生や社会的信用が失墜することなどにより、当社の経

営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。　
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２．企業集団の状況
 当社は、企業集団を構成する関係会社はありません。

 当社は、証券業を中核とする「投資・金融サービス業」を主な事業内容とし、具体的な事業として、有価証券の委託売

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

スを提供しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

を基本理念に掲げ、その実現に向け営業を展開しております。

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

(2）目標とする経営指標

経常利益、純資産、預り資産、顧客口座数を重視するとともに、経営指標としましては自己資本当期純利益率（Ｒ

ＯＥ）12％の水準を目標にしております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社は、株式市場の動向に左右されない収益基盤の強化へ向け、収益構造の多様化と預り資産の飛躍的拡大を目指

し、「地域に密着し地元から支持される会社」を常に念頭に置き、営業活動に取り組んでまいります。具体的には、

お客様の金融ニーズに合った商品の提供をすべく、経営資源の有効活用（人材戦略、商品戦略、情報戦略、資金戦略）

の見直しに着手する等、「中期経営計画」を目標に取り組んでおります。

また、コスト構造の改善に取り組み、安定的な収益の確保に努めることにより、企業価値の向上を目指してまいり

ます。

(4）会社の対処すべき課題

団塊世代の大量退職、投資信託ブーム、金融商品仲介業者やインターネット取引の拡大等により、金融商品に対す

る投資家人口が拡大しています。そんな中、金融商品取引法が施行されました。お客様一人ひとりの金融商品へのご

理解、リスク・リターン等を踏まえ、ライフスタイルに合った投資や貯蓄（貯蓄から投資の時代）に対応できるよう

取り組んでまいります。

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

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

規株式公開）、ＰＯ支援等により、特に地元企業や成長ベンチャー企業に円滑な資金運用の場を提供するとともに、

投資家の皆様に円滑な取引を行っていただくよう、適正な発行・流通市場の活性化に取り組んでまいります。

① 経営資源の有効活用の推進

　徹底した経営合理化と効率化を目指します。収益構造の見直し等から経営資源の有効活用を推進し、組織の見直し

および活性化を図ります。

　人財の観点からは、営業担当者の人員が地元の地場証券に比べて少なく、より強固な販売体制を構築するために、

継続的な採用により、優秀な人員の確保と育成が急務であると考えております。

② コンプライアンスの徹底

　今現在の丸八証券の置かれた厳しい状況を理解し、全役職員一丸となって内部管理体制をさらに強化し法令等遵守

に徹した経営に取り組んでまいります。

　同時に金融商品取引法施行を踏まえ、同法の趣旨を十分理解した上で、経営、内部管理、営業等各部署において、

再度徹底を行ってまいります。

③ 商品の品揃え・サービスによる預り資産の拡大

　2009年の株券電子化を踏まえ、証券保管振替機構への預託での株券の預かりを勧める啓蒙に努め、株券のお預かり

の拡大に取り組んで参ります。

　団塊世代の大量退職に対応するため、取扱商品の拡大や投資信託の申込手数料無料化を一層推進し、内外社債や投

資信託による口座拡大と預り資産の拡大を図りながら、信託報酬（安定収益）の積み上げに取り組んでまいります。

④ 地域密着営業の推進

　当社の地元である愛知県（特に名古屋地区、三河地区）における顧客基盤の更なる拡大に取り組んでまいります。

⑤「丸八証券統合システムＭＩＤＡＳ」の構築

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

報システム・社内情報管理システム）が稼動しております。早急に社内業務の統合管理により生産性の向上とコスト

削減を進めて参ります。

⑥通信取引「スター・トレード」の知名度向上

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

⑦ 営業スタンスの転換の徹底

　株式の売買中心の営業から、資産管理型営業を推進します。同時に、各種資格の取得や、法令等や証券の専門の知

識の修得に重点を置いてまいります。

⑧ コールセンターの機能の拡大

　お客様一人ひとりの金融商品へのご理解、リスク・リターン等を踏まえ、ライフスタイルに合った投資や貯蓄（貯

蓄から投資の時代）に対応できるよう取り組んでまいります。
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⑨ 店舗政策

　人材を確保し育成したうえで、資格の取得や知識の修得を行い、今後の新たな店舗展開へ繋げてまいります。

⑩ 財務報告に係る内部統制

　来期より始まる、財務報告に係る内部統制の構築に向けて、投資家からの信頼を失うことのないよう、着実に進め

てまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　平成19年9月28日、証券取引等監視委員会より内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、当社における「取引一任勘定取

引の契約を締結する行為」及び「取引所有価証券市場における上場有価証券の相場を固定させる目的をもって、一連

の上場有価証券の買付けの受託・執行をする行為」が法令違反に該当するとして行政処分の勧告を行い、同年10月5日、

当社は金融庁・東海財務局より金融商品取引法第51条及び同法附則第43条第1項に基づく同法第52条第1項第6号の規定

に基づき、次のとおり行政処分を受けました。

【業務停止命令】

　①平成19年10月22日から同年10月24日までの間、全営業部店の全業務の停止（ただし、信用取引の決済に伴う受託

業務等、停止すると顧客に著しい不利益を与える業務で東海財務局が個別に認めたものを除く。）

　②平成19年10月25日から同年10月31日までの間、全営業部店の業務のうち株券の売買に係る受託業務の停止（ただ

し、信用取引の決済に伴う受託業務等、停止すると顧客に著しい不利益を与える業務で東海財務局が個別に認めたも

のを除く。）

　③平成19年11月1日から同年11月30日までの間、西尾支店、庄内支店の業務のうち株券の売買に係る受託業務の停止

（ただし、信用取引の決済に伴う受託業務等、停止すると顧客に著しい不利益を与える業務で東海財務局が個別に認

めたものを除く。）

【業務改善命令】

　①法令違反の根絶に向けた再発防止策（全役職員に対する法令遵守の徹底を図るための措置を含む。）を講じるこ

と。

　②今回の法令違反行為に係る責任の明確化を図ること。

　③社内監査体制の抜本的見直しを行うこと。

　④売買管理体制の抜本的見直しを行うこと。

　⑤今般の旧証券取引法第159条第3項に違反する行為により、不当な公募価格で買付けを行うこととなった顧客に対

して、今般の行政処分を受けた経緯を含め正確かつ十分な説明を行うこと。

　⑥上記①から⑤について、その対応状況を平成19年11月5日までに書面で提出すること。以後、当該措置が実施完了

されるまでの間、3ヶ月ごと及び随時にその実施状況を書面で報告すること。

　当社は、平成17年6月24日、役職員が「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」を行ったことから、金融庁より業

務停止命令及び業務改善命令を受けました。以降、当社は、様々な内部管理態勢の充実・強化に取り組んでまいりま

したが、それにもかかわらず、今回、再度、このような行政処分を受けることにいたったものです。

　これを受けまして当社は、このような事態が発生した抜本的な問題を洗い出し、今後の再発防止を図るために、証

券取引等監視委員会より行政処分勧告を受けた平成19年9月28日、顧問契約のない第三者である弁護士による「調査委

員会」を設置し2ヶ月を目処に結論を出す予定です。また、社長直轄の社内プロジェクトチーム「業務改革プロジェク

ト」を設置し、全役職員挙げて継続的な改革に取り組んでまいります。

　以上を受け、追加的に費用が発生する可能性があります。
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４．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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減(千円) 金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）         

流動資産         

現金・預金 ※２ 4,088,496  3,663,290  △425,206 4,509,779  

預託金  4,177,159  3,060,380  △1,116,779 4,179,035  

顧客分別金信託  4,086,369  2,969,590  △1,116,779 4,088,245  

その他の預託金  90,790  90,790  － 90,790  

トレーディング商品  4,340  －  △4,340 －  

商品有価証券等  4,340  －  △4,340 －  

約定見返勘定  20,510  102,076  81,566 123,402  

信用取引資産  17,833,865  12,965,764  △4,868,100 17,211,338  

信用取引貸付金  17,573,638  12,804,127  △4,769,511 16,934,446  

信用取引借証券担
保金

 260,226  161,637  △98,588 276,891  

有価証券担保貸付金  －  －  － 1,798  

立替金  81,095  13,993  △67,102 16,362  

短期差入保証金  102,000  762,000  660,000 52,000  

短期貸付金  5,653  3,003  △2,649 4,320  

その他  320,609  254,492  △66,117 305,721  

貸倒引当金  △19,254  △19,623  △369 △18,464  

流動資産合計  26,614,475 86.9 20,805,377 83.8 △5,809,097 26,385,295 86.5

固定資産         

有形固定資産 ※1,2 2,069,885  2,033,306  △36,578 2,042,879  

土地  1,583,333  1,583,333  － 1,583,333  

その他  486,551  449,972  △36,578 459,546  

無形固定資産  112,978  136,540  23,562 95,422  

投資その他の資産  1,821,008  1,855,344  34,336 1,967,019  

投資有価証券 ※２ 1,288,520  1,280,803  △7,716 1,403,525  

出資金  2,020  2,020  － 2,020  

従業員長期貸付金  69,258  61,250  △8,008 64,850  

長期差入保証金  361,436  407,758  46,321 391,532  

長期前払費用  2,317  5,240  2,922 6,396  

その他  209,010  262,705  53,695 238,390  

貸倒引当金  △111,554  △164,433  △52,878 △139,695  

固定資産合計  4,003,871 13.1 4,025,191 16.2 21,320 4,105,322 13.5

資産合計  30,618,347 100.0 24,830,569 100.0 △5,787,777 30,490,618 100.0
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減(千円) 金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）         

流動負債         

トレーディング商品  4,340  －  △4,340 －  

信用取引負債  11,991,057  8,768,449  △3,222,607 12,698,325  

信用取引借入金 ※２ 11,252,017  8,230,139  △3,021,877 11,929,748  

信用取引貸証券受
入金

 739,040  538,310  △200,730 768,577  

有価証券担保借入金  734,962  578,460  △156,502 519,028  

預り金  3,034,311  2,405,858  △628,452 2,133,369  

受入保証金  3,085,468  1,966,576  △1,118,891 2,627,547  

有価証券等受入未了勘
定

 －  10,692  10,692 －  

短期借入金 ※２ 1,650,000  1,450,000  △200,000 2,475,000  

未払法人税等  34,462  12,643  △21,819 12,485  

賞与引当金  73,752  89,043  15,290 73,126  

その他  268,138  255,048  △13,089 358,441  

流動負債合計  20,876,493 68.2 15,536,771 62.6 △5,339,721 20,897,322 68.5

固定負債         

長期借入金 ※３ 1,000,000  1,000,000  － 1,000,000  

繰延税金負債  44,263  29,054  △15,209 50,348  

退職給付引当金  126,854  113,984  △12,869 113,030  

その他  40,000  34,000  △6,000 38,000  

固定負債合計  1,211,118 4.0 1,177,038 4.7 △34,079 1,201,378 3.9

特別法上の準備金         

証券取引責任準備金 ※４ 313,696  388,867  75,171 352,019  

特別法上の準備金合計  313,696 1.0 388,867 1.6 75,171 352,019 1.2

負債合計  22,401,307 73.2 17,102,677 68.9 △5,298,630 22,450,721 73.6
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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（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減(千円) 金額（千円）
構成比
（％）

(純資産の部)         

株主資本         
　資本金  3,251,856 10.6 3,251,856 13.1 － 3,251,856 10.7

　資本剰余金         

　資本準備金  1,204,043  1,204,043  － 1,204,043  

　　資本剰余金合計  1,204,043 3.9 1,204,043 4.8 － 1,204,043 4.0

　利益剰余金         

　利益準備金  503,860  503,860  － 503,860  

　その他利益剰余金  3,195,339  2,728,589  △466,750 3,009,276  

　　役員退職慰労積立
金

 162,174  162,174  － 162,174  

　　建物圧縮積立金  94,874  89,692  △5,182 92,202  

　　特別償却準備金  982  327  △654 654  

　　別途積立金  3,249,313  2,754,245  △495,067 3,249,313  

　　繰越利益剰余金  △312,004  △277,849  34,154 △495,067  

　　　利益剰余金合計  3,699,199 12.1 3,232,449 13.0 △466,750 3,513,136 11.5

　自己株式  △2,954 △0.0 △3,052 △0.0 △98 △2,954 △0.0

　　株主資本合計  8,152,145 26.6 7,685,296 30.9 △466,849 7,966,082 26.2

評価・換算差額等         

　その他有価証券評価差
額金

 64,894 0.2 42,596 0.2 △22,298 73,814 0.2

　　評価・換算差額等合
計

 64,894 0.2 42,596 0.2 △22,298 73,814 0.2

純資産合計  8,217,039 26.8 7,727,892 31.1 △489,147 8,039,896 26.4

負債純資産合計  30,618,347 100.0 24,830,569 100.0 △5,787,777 30,490,618 100.0
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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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 増減(千円) 金額（千円）
百分比
（％）

営業収益         

受入手数料  1,596,847  1,555,578  △41,268 3,552,465  

委託手数料  1,168,571  1,220,446  51,874 2,705,241  

引受け・売出し手
数料

 32,767  10,880  △21,887 51,977  

募集・売出しの取
扱手数料

 311,865  202,250  △109,614 604,934  

その他  83,643  122,001  38,358 190,311  

トレーディング損益 ※１ 607,245  643,828  36,583 1,297,665  

金融収益  213,698  221,965  8,267 401,404  

営業収益計  2,417,791 100.0 2,421,372 100.0 3,581 5,251,536 100.0

金融費用  114,755 4.7 118,932 4.9 4,177 219,624 4.2

純営業収益  2,303,036 95.3 2,302,440 95.1 △595 5,031,911 95.8

販売費・一般管理費         

取引関係費  499,709  418,879  △80,829 966,393  

人件費  1,287,973  1,219,786  △68,186 2,654,122  

不動産関係費  294,550  320,967  26,417 627,303  

事務費  416,412  421,616  5,204 857,607  

減価償却費 ※２ 55,638  48,969  △6,668 108,009  

租税公課  15,288  18,607  3,318 54,186  

貸倒引当金繰入  －  25,496  25,496 46,084  

その他  61,731  51,579  △10,151 105,458  

販売費・一般管理費計  2,631,303 108.9 2,525,904 104.3 △105,399 5,419,166 103.2

営業利益又は営業損失
（△）

 △328,267 △13.6 △223,463 △9.2 104,804 △387,254 △7.4

営業外収益 ※３ 54,274 2.2 57,464 2.4 3,190 57,895 1.1

営業外費用  931 0.0 6,786 0.3 5,855 5,123 0.1

経常利益又は経常損失
（△）

 △274,924 △11.4 △172,785 △7.1 102,139 △334,481 △6.4
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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)

 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（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

 増減(千円) 金額（千円）
百分比
（％）

特別利益         

貸倒引当金戻入  23,427  －  △23,427 －  

特別利益計  23,427 1.0 － － △23,427 － －

特別損失         

 　 投資有価証券評価損  －  64,500  64,500 －  

 　 証券取引責任準備金
繰入

 36,018  36,847  829 74,341  

 　 貸倒引当金繰入  －  400  400 －  

役員退職慰労金  10,600  －  △10,600 10,600  

過怠金  －  －  － 41,000  

固定資産除却損  －  －  － 19,955  

その他  －  2,111  2,111 －  

特別損失計  46,618 1.9 103,858 4.3 57,240 145,896 2.7

税引前中間（当期）純利
益又は純損失（△）

 △298,115 △12.3 △276,644 △11.4 21,470 △480,378 △9.1

法人税、住民税及び事業
税

 3,843 0.2 4,042 0.2 198 7,643 0.1

過年度法人税等  23,644 1.0 － － △23,644 23,644 0.5

法人税等調整額  － － － － － － －

中間（当期）純利益
又は純損失（△）

 △325,603 △13.5 △280,687 △11.6 44,916 △511,666 △9.7
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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   
評価・換算

差額等 
 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

純資産合計

 資本準備金 利益準備金
その他利益剰

余金（注） 
 

 平成18年３月31日残高

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

 中間会計期間中の変動額         

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

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

  中間純利益    △325,603  △325,603  △325,603

  自己株式の取得     △257 △257  △257

　株主資本以外の項目の中間

　会計期間中の変動額合計
      △27,044 △27,044

 中間会計期間中の変動

 額合計         (千円)
－ － － △581,669 △257 △581,927 △27,044 △608,972

 平成18年９月30日残高

                (千円)
3,251,856 1,204,043 503,860 3,195,339 △2,954 8,152,145 64,894 8,217,039

 

 

 

  （注）その他利益剰余金の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
役員退職

慰労積立金

建物圧縮

積 立 金

特別償却

準 備 金

別　途

積立金

繰越利益

剰 余 金
合     計

 平成18年３月31日残高(千円) 172,774 104,806 1,964 2,935,569 561,895 3,777,009

 中間会計期間中の変動額       

  利益処分による利益配当     △200,066 △200,066

  利益処分による役員賞与     △56,000 △56,000

  利益処分による別途積立金

  の積立
   313,744 △313,744 －

  利益処分による建物圧縮積

  立金の取崩
 △7,259   7,259 －

  利益処分による特別償却準

  備金の取崩
  △654  654 －

  役員退職慰労積立金の取崩 △10,600    10,600 －

  建物圧縮積立金の取崩  △2,671   2,671 －

  特別償却準備金の取崩   △327  327 －

  中間純利益     △325,603 △325,603

 中間会計期間中の変動額合計

                     (千円)
△10,600 △9,931 △982 313,744 △873,899 △581,669

 平成18年９月30日残高(千円) 162,174 94,874 982 3,249,313 △312,004 3,195,339
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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   
評価・換算

差額等 
 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

純資産合計

 資本準備金 利益準備金
その他利益剰

余金（注） 
 

 平成19年３月31日残高

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

 中間会計期間中の変動額         

  中間純利益    △280,687  △280,687  △280,687

  自己株式の取得     △98 △98  △98

　株主資本以外の項目の中間

　会計期間中の変動額合計
      △31,218 △31,218

 中間会計期間中の変動

 額合計         (千円)
－ － － △280,687 △98 △280,785 △31,218 △312,004

 平成19年９月30日残高

                (千円)
3,251,856 1,204,043 503,860 2,728,589 △3,052 7,685,296 42,596 7,727,892

 

 

 

  （注）その他利益剰余金の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
役員退職

慰労積立金

建物圧縮

積 立 金

特別償却

準 備 金

別　途

積立金

繰越利益

剰 余 金
合     計

 平成19年３月31日残高(千円) 162,174 92,202 654 3,249,313 △495,067 3,009,276

 中間会計期間中の変動額       

  別途積立金の取崩    △495,067 495,067 －

  建物圧縮積立金の取崩  △2,510   2,510 －

  特別償却準備金の取崩   △327  327 －

  中間純利益     △280,687 △280,687

 中間会計期間中の変動額合計

                     (千円)
－ △2,510 △327 △495,067 217,218 △280,687

 平成19年９月30日残高(千円) 162,174 89,692 327 2,754,245 △277,849 2,728,589
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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   
評価・換算

差額等 
 

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

純資産合計

 資本準備金 利益準備金
その他利益剰

余金（注） 
 

 平成18年３月31日残高

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

 当事業年度中の変動額         

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

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

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

  自己株式の取得     △257 △257  △257

　株主資本以外の項目の事業

　年度中の変動額合計
      △18,124 △18,124

 事業年度中の変動額

 合計        　 (千円)
－ － － △767,732 △257 △767,900 △18,124 △786,114

 平成19年３月31日残高

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

 

 

 

  （注）その他利益剰余金の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
役員退職

慰労積立金

建物圧縮

積 立 金

特別償却

準 備 金

別　途

積立金

繰越利益

剰 余 金
合     計

 平成18年３月31日残高(千円) 172,774 104,806 1,964 2,935,569 561,895 3,777,009

 当事業年度中の変動額       

  利益処分による利益配当     △200,066 △200,066

  利益処分による役員賞与     △56,000 △56,000

  利益処分による別途積立金

  の積立
   313,744 △313,744 －

  利益処分による建物圧縮積

  立金の取崩
 △7,259   7,259 －

  利益処分による特別償却準

  備金の取崩
  △654  654 －

  役員退職慰労積立金の取崩 △10,600    10,600 －

  建物圧縮積立金の取崩  △5,343   5,343 －

  特別償却準備金の取崩   △654  654 －

  当期純利益     △511,666 △511,666

 当事業年度中の変動額合計

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

 平成19年３月31日残高(千円) 162,174 92,202 654 3,249,313 △495,067 3,009,276
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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）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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
又は純損失（△）

 △298,115 △276,644 △480,378

減価償却費  55,638 48,969 108,009

貸倒引当金の増加
（△減少）額

 △23,427 25,896 3,923

証券取引責任準備金
の増加（△減少）額

 36,018 36,847 74,341

退職給付引当金の増
加（△減少）額

 663 954 △13,160

受取利息および受取
配当金

 △53,122 △59,816 △57,948

支払利息  32,489 35,644 63,412

固定資産除却損  － － 19,955

投資有価証券評価損  － 64,500 －

過怠金  － － 41,000

貸付金の（△増加）
減少額

 4,759 1,317 6,091

預託金、立替金の
（△増加）減少額

 1,999,408 1,096,709 2,032,885

短期差入保証金の
（△増加）減少額

 － △700,000 －

預り金、受入金の増
加（△減少）額

 △1,033,187 △388,481 △2,392,051

トレーディング商品
の（△増加）減少額

 994 － 994

信用取引資産・負債
の増減額

 △791,489 315,696 538,306

有価証券担保借入金
の増加（△減少）額

 734,962 59,431 519,028

その他の資産の（△
増加）減少額

 41,692 64,329 △25,368

その他の負債の増加
（△減少）額

 △144,351 △74,486 △59,900

役員賞与の支払額  △56,000 － △56,000

小計  506,932 250,867 323,138

利息および配当金の
受取額

 53,122 59,816 57,948

利息の支払額  △31,265 △34,326 △62,728

過怠金の支払額  － － △41,000

法人税等の支払額  △523,628 △3,591 △551,280

営業活動による
キャッシュ・フロー

 5,160 272,766 △273,922
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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）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得
による支出

 △42,041 △24,725 △45,894

無形固定資産の取得
による支出

 △25,156 △60,520 △43,136

投資有価証券の取得
による支出

 △116,500 － △216,500

貸付けによる支出  △1,200 △1,500 △1,200

貸付金の回収による
収入

 8,188 5,100 12,596

保証金の差入による
支出

 △687 △14,589 △7,839

差入保証金の返還に
よる収入

 1,706 2,078 2,062

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △175,691 △94,157 △299,912

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額  △500,000 △1,025,000 325,000

自己株式の取得によ
る支出

 △257 △98 △257

配当金の支払額  △199,573 － △199,987

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △699,831 △1,025,098 124,754

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加（△減少）額

 △870,362 △846,489 △449,079

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 4,958,859 4,509,779 4,958,859

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※１ 4,088,496 3,663,290 4,509,779

丸八証券株式会社（8700）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 18 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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　トレーディング商品に属する有価

証券等の評価基準および評価方法

　トレーディング商品に属する有価

証券およびデリバティブ取引等につ

いては、時価法を採用し、売却原価

は移動平均法により算定しておりま

す。

１　トレーディング商品に属する有価

証券等の評価基準および評価方法

同左

１　トレーディング商品に属する有価

証券等の評価基準および評価方法

同左

２　トレーディング商品に属さない有

価証券等の評価基準および評価方

法

２　トレーディング商品に属さない有

価証券等の評価基準および評価方

法

２　トレーディング商品に属さない有

価証券等の評価基準および評価方

法

その他有価証券

(1)　時価のある有価証券

　時価（中間決算日の市場価格

等）をもって中間貸借対照表価

額とし、取得原価ないし償却原

価との評価差額を全部純資産直

入する方法によっております。

売却原価については、移動平均

法により算出しております。

その他有価証券

(1)　時価のある有価証券

同左

その他有価証券

(1)　時価のある有価証券

　時価（決算日の市場価格等）

をもって貸借対照表価額とし、

取得原価ないし償却原価との評

価差額を全部純資産直入する方

法によっております。売却原価

については、移動平均法により

算出しております。

(2)　時価のない有価証券

　移動平均法による原価法ない

し償却原価法によっております。

(2)　時価のない有価証券

同左

(2)　時価のない有価証券

同左
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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）

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については、定額法）

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は、建物が

３年～50年であります。

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

３　固定資産の減価償却の方法

(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。

これによる営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益への影響は軽微

であります。

 

 （追加情報）

法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

これによる営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益はへの影響は軽

微であります。

 

（少額減価償却資産）

　取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、３年間で均

等償却する方法を採用しておりま

す。

（少額減価償却資産）

同左

（少額減価償却資産）

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しています。

　なお、自社利用のソフトウェア

の耐用年数については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づ

いております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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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　引当金および準備金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収不

能見込み額を計上しております。

４　引当金および準備金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

４　引当金および準備金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に備

えるため、賞与支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支払に備

えるため、賞与支給見込額の当事

業年度負担額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務および年金資産に基づき、

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

(3）退職給付引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務および年金資産に基づき、当事

業年度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）証券取引責任準備金

　証券事故による損失に備えるた

め、証券取引法第51条に定めると

ころにより算出した額を計上して

おります。

(4）証券取引責任準備金

証券事故による損失に備えるた

め、金融商品取引法附則第40条に

従い、旧証券取引法第51条に定め

るところにより算出した額を計上

しております。

(4）証券取引責任準備金

　証券事故による損失に備えるた

め、証券取引法第51条に定めると

ころにより算出した額を計上して

おります。
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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）

５　リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

５　リース取引の処理方法

同左

５　リース取引の処理方法

同左

６　ヘッジ会計の方法

　外国証券の購入及び売却の取継ぎ

により生じる債権債務をヘッジ対象

として、約定日に支払及び受取

キャッシュ・フローを確定するため

に、ヘッジ手段として為替予約契約

を締結しております。なお、当中間

会計期間における為替予約について

は振当処理の要件を充足しているた

め、すべて振当処理を行っておりま

す。

６　ヘッジ会計の方法

同左

６　ヘッジ会計の方法

　外国証券の購入及び売却の取継ぎ

により生じる債権債務をヘッジ対象

として、約定日に支払及び受取

キャッシュ・フローを確定するため

に、ヘッジ手段として為替予約契約

を締結しております。なお、当事業

年度における為替予約については振

当処理の要件を充足しているため、

すべて振当処理を行っております。

７　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　手許現金、要求払預金および取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来す

る流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない短期的な投

資としております。

７　中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左

７　キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲

同左

８　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理の方法

　税抜き方式によっております。な

お、仮受消費税等と控除対象の仮払

消費税等は相殺し、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

８　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理の方法

同左

８　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

　消費税等の会計処理の方法

　税抜き方式によっており、控除対

象外の消費税等については、販売

費・一般管理費に計上しております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成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

関する会計基準等）

 　当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）および「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は8,217,039千円であります。

　なお、当中間会計期間における貸借

対照表の純資産の部については、中間

財務諸表等規則の改正に伴い、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

する会計基準等）

　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）および「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は8,039,896千円であります。

　なお、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、財務諸表

等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。
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注記事項

（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

※１　有形固定資産より控除した減価償却累

計額

※１　有形固定資産より控除した減価償却累

計額

建物      635,273千円

器具備品 245,072

計 880,346

建物 658,161千円

器具備品 247,801

計 905,962

建物 647,120千円

器具備品 243,978

計 891,098

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

投資有価証券      221,984千円

建物       321,155

土地   1,583,333

計 2,126,472

投資有価証券 1,090,631千円

建物 303,216

土地 1,583,333

計 2,977,181

投資有価証券 238,854千円

建物 311,906

土地 1,583,333

計 2,134,093

（注）　上記のほかに、短期借入金および信

用取引借入金の担保として自己融資

見返株券1,703,660千円および保管有

価証券4,149,139千円、為替予約取引

の担保として定期預金30,178千円を

差し入れております。

（注）　上記のほかに、短期借入金および信

用取引借入金の担保として自己融資

見返株券1,899,229千円および保管有

価証券3,935,692千円、為替予約取引

の担保として定期預金30,000千円を

差し入れております。

（注）　上記のほかに、短期借入金、当座借

越契約（コミットメントライン）お

よび信用取引借入金の担保として自

己融資見返株券3,297,174千円および

保管有価証券5,120,917千円、為替予

約取引の担保として定期預金30,000

千円を差し入れております。

担保資産の対象となる債務 担保資産の対象となる債務 担保資産の対象となる債務

短期借入金  860,000千円 

  

  

短期借入金 760,000千円 

  

  

短期借入金 760,000千円 

  

  

※３　長期借入金1,000,000千円は「証券会社

の自己資本規制に関する内閣府令」（平

成13年内閣府令第23号）第２条に定め

る劣後特約付借入金であります。

※３　　　　　　　同左 ※３　　　　　　　同左

※４　特別法上の準備金の計上を規定した法

令の条項は、次のとおりであります。

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。

証券取引責任準備金

旧証券取引法第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。

証券取引責任準備金

証券取引法第51条

５　コミットメントラインについて

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行４行と特定融資枠契約を

締結しております。

５　コミットメントラインについて

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行３行と特定融資枠契約を

締結しております。

５　コミットメントラインについて

当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行３行と特定融資枠契約を

締結しております。

特定融資枠契約の総額 2,800,000千円

当中間会計期間末借入

実行残高
 －

差引額 2,800,000

特定融資枠契約の総額 2,500,000千円

当中間会計期間末借入

実行残高
－ 

差引額 2,500,000

特定融資枠契約の総額 2,500,000千円

当事業年度末借入実行

残高
725,000

差引額 1,775,000
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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

 

株券等ト

実現損益

千円

評価損益

千円

計

千円

レーディ

ング損益

512,339 △606 511,733

債券等ト

レーディ

ング損益

95,511 － 95,511

計 607,851 △606 607,245

 

株券等ト

実現損益

千円

評価損益

千円

計

千円

レーディ

ング損益

458,490 － 458,490

債券等ト

レーディ

ング損益

185,337 － 185,337

計 643,828 － 643,828

 

株券等ト

実現損益

千円

評価損益

千円

計

千円

レーディ

ング損益

1,163,627

 

－

 

1,163,627

 

債券等ト

レーディ

ング損益

134,038 － 134,038

計 1,297,665 － 1,297,665

※２　減価償却実施額 ※２　減価償却実施額 ※２　減価償却実施額

有形固定資産      32,163千円

無形固定資産 23,159

計 55,322

有形固定資産 28,497千円

無形固定資産 19,403

計 47,900

有形固定資産 65,379千円

無形固定資産 41,895

計 107,275

※３　営業外収益の主要項目 ※３　営業外収益の主要項目 ※３　営業外収益の主要項目

受取配当金　52,223千円 受取配当金　55,148千円 受取配当金　53,772千円 

（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

（千株）

当中間会計期間増加株式数

（千株）

当中間会計期間減少株式数

（千株）

当中間会計期間末株式数

（千株）

 発行済株式数     

 　普通株式 20,013 － － 20,013

合計 20,013 － － 20,013

 自己株式     

 　普通株式（注） 6 0 － 7

合計 6 0 － 7

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 ２.新株予約権に関する事項

 　該当事項はありません。

 

 ３.配当に関する事項

 　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成18年６月24日

定時株主総会
普通株式 200,066 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月24日 
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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

（千株）

当中間会計期間増加株式数

（千株）

当中間会計期間減少株式数

（千株）

当中間会計期間末株式数

（千株）

 発行済株式数     

 　普通株式 20,013 － － 20,013

合計 20,013 － － 20,013

 自己株式     

 　普通株式（注） 7 0 － 7

合計 7 0 － 7

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 ２.新株予約権に関する事項

 　該当事項はありません。

 

 ３.配当に関する事項

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.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当事業年度増加株式数

（千株）

当事業年度減少株式数

（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

 発行済株式数     

 　普通株式 20,013 － － 20,013

合計 20,013 － － 20,013

 自己株式     

 　普通株式（注） 6 0 － 7

合計 6 0 － 7

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

 ２.新株予約権に関する事項

 　該当事項はありません。

 

 ３.配当に関する事項

 　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

 平成18年６月24日

定時株主総会
普通株式 200,066 10.00 平成18年３月31日 平成18年６月24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）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲載されている科目

の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲載されている科目

の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲載されている科目の金額との関

係

「現金・預金」勘定 4,088,496千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
 －

顧客分別金差替必要額  －

現金及び現金同等物  4,088,496

「現金・預金」勘定 3,663,290千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
－ 

顧客分別金差替必要額 － 

現金及び現金同等物 3,663,290

「現金・預金」勘定 4,509,779千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－ 

顧客分別金差替必要額 － 

現金及び現金同等物 4,509,779
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（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

引は次の通りであります。

　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

引は次の通りであります。

　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

引は次の通りであります。

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額および期末残高相当額

その他

(器具備品)

（千円）

無形固定

資産

（ソフト

ウェア）

（千円）

合計

（千円）

取得価額

相当額
299,129 704,204 1,003,333

減価償却

累計額相

当額

132,315 76,030 208,345

中間期末

残高相当

額

166,813 628,173 794,987

その他

(器具備品)

（千円）

無形固定

資産

（ソフト

ウェア）

（千円）

合計

（千円）

取得価額

相当額
222,105 688,294 910,399

減価償却

累計額相

当額

100,144 181,346 281,490

中間期末

残高相当

額

121,960 506,947 628,908

その他

(器具備品)

（千円）

無形固定

資産

（ソフト

ウェア）

（千円）

合計

（千円）

取得価額

相当額
251,749 688,294 940,043

減価償却

累計額相

当額

108,319 112,516 220,836

期末残高

相当額
143,430 575,777 719,207

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 177,569千円

１年超 620,654

合計 798,223

１年内 173,173千円

１年超 463,984

合計 637,158

１年内 174,543千円

１年超 550,446

合計 724,990

３　支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

３　支払リース料、減価償却費相当額および

支払利息相当額

支払リース料 72,835千円

減価償却費相当額 68,328

支払利息相当額 4,497

支払リース料 95,174千円

減価償却費相当額 90,308

支払利息相当額 7,100

支払リース料      170,421千円

減価償却費相当額 160,809

支払利息相当額 12,267

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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（有価証券およびデリバティブ取引の状況）

１　トレーディングに係るもの

前中間会計期間末　第65期　（平成18年９月30日）

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

種類 資産（千円） 負債（千円）
前中間会計期間の損益に
含まれた評価差額

（千円）

株式 4,340 4,340 △606

債券 － － －

受益証券 － － －

合計 4,340 4,340 △606

②　デリバティブ取引

　中間期末残高がないため、該当事項はありません。

当中間会計期間末　第66期　（平成19年９月30日）

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

種類 資産（千円） 負債（千円）
当中間会計期間の損益に
含まれた評価差額

（千円）

株式 － － －

債券 － － －

受益証券 － － －

合計 － － －

②　デリバティブ取引

　中間期末残高がないため、該当事項はありません。

前事業年度末　第65期　（平成19年３月31日）

①　商品有価証券等（売買目的有価証券）

種類 資産（千円） 負債（千円）
当事業年度の損益に含ま
れた評価差額

（千円）

株式 － － －

債券 － － －

受益証券 － － －

合計 － － －

②　デリバティブ取引

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

前中間会計期間末　第65期　（平成18年９月30日）

（有価証券関係）

①　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 128,190 237,348 109,157

②　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

内容 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 1,051,171

非上場株式 951,171

投資事業組合出資金 100,000

（デリバティブ取引関係）

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

しておりません。

当中間会計期間末　第66期　（平成19年９月30日）

（有価証券関係）

①　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 128,190 199,841 71,650

②　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

内容 中間貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 1,080,962

非上場株式 951,171

投資事業組合出資金 129,790

（デリバティブ取引関係）

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

しておりません。
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前事業年度末　第65期　（平成19年３月31日）

（有価証券関係）

①　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

株式 128,190 252,353 124,162

②　時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

内容 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券 1,151,171

非上場株式 951,171

投資事業組合出資金 200,000

（デリバティブ取引関係）

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

　記載しておりません。

（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）

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。 同左 同左

（ストック・オプション等関係）

 
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）

 　該当事項はありません。 同左
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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　　　 410.73円 １株当たり純資産額　　　 386.29円 １株当たり純資産額　　　 401.88円

１株当たり中間純損失　 　 16.27円 １株当たり中間純損失　 　 14.03円 １株当たり当期純損失　　　25.58円

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がない

ため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益又は純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり中間（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）

損益計算書上の中間（当期）純利

益又は純損失（△）（千円）
△325,603 △280,687 △511,666

普通株式に係る中間（当期）純利

益又は純損失（△）（千円）
△325,603 △280,687 △511,666

普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳（千円）

利益処分による役員賞与金 － － －

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式の期中平均株式数

（千株）
20,006 20,005 20,006

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に用いられ

た中間（当期）純利益調整額の主

要な内訳（千円）

支払利息(税額相当額控除後) － － －

中間(当期)純利益調整額(千円) － － －

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益の算定に用いられ

た普通株式増加数の主要な内訳

（千株）

転換社債 － － －

普通株式増加数（千株） － － －

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

――――― ――――― ―――――

丸八証券株式会社（8700）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 32 －



（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、当社の使用人が行った行為

が、証券取引法第42条第１項第５号に

規定する「取引一任勘定取引の契約を

締結する行為」に該当すると認められ

たことから、平成18年12月１日付で下

記の処分を受けております。

・日本証券業協会

（１）過怠金　3,000万円

（２）勧告　法令、諸規則の遵守の徹

底及び実効ある内部管理体制

の確立に全力で取り組むとと

もに、再発防止策を策定・徹

底し、その対応・実施状況を

書面で報告すること。

・㈱東京証券取引所

（１）過怠金　1,000万円

（２）業務改善報告書を提出すること。

・㈱大阪証券取引所

　　　戒告

・㈱名古屋証券取引所

（１）戒告

（２）改善報告書を提出すること。

・㈱ジャスダック証券取引所

（１）過怠金　100万円

（２）再発防止のため、改善状況報告

書を書面で報告すること。

該当事項はありません。 同左
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５．その他

平成19年９月期　決算資料
１．受入手数料

(1）科目別内訳 （単位：千円）

 前中間会計期間 当中間会計期間 前年中間期比 前事業年度

   ％  

委託手数料 1,168,571 1,220,446 104.4 2,705,241

（株券） (1,163,847) (1,216,845) (104.6) (2,695,268)

（債券） (1,290) (1,236) (95.8) (2,522)

（受益証券） (3,433) (2,363) (68.9) (7,451)

引受け・売出し手数料 32,767 10,880 33.2 51,977

（株券） (32,767) (9,846) (30.1) (51,977)

（債券） － (1,033) － －

募集・売出しの取扱手数料 311,865 202,250 64.9 604,934

（株券） (1,688) (51) (3.0) (7,706)

（債券） (180,319) (1,803) (1.0) (181,884)

（受益証券） (129,857) (200,396) (154.3) (415,344)

その他の受入手数料 83,643 122,001 145.9 190,311

（株券） (17,615) (14,054) (79.8) (32,751)

（債券） (240) (470) (195.7) (504)

（受益証券） (59,667) (101,843) (170.7) (136,425)

（その他） (6,119) (5,633) (92.1) (20,629)

合計 1,596,847 1,555,578 97.4 3,552,465

(2）商品別内訳 （単位：千円）

 前中間会計期間 当中間会計期間 前年中間期比 前事業年度

   ％  

株券 1,215,919 1,240,797 102.0 2,787,704

債券 181,851 4,544 2.5 184,911

受益証券 192,958 304,602 157.9 559,220

その他 6,119 5,633 92.1 20,629

合計 1,596,847 1,555,578 97.4 3,552,465

２．トレーディング損益 （単位：千円）

 前中間会計期間 当中間会計期間 前年中間期比 前事業年度

   ％  

株券等 511,733 458,490 89.6 1,163,627

債券等 95,511 185,337 194.0 134,038

合計 607,245 643,828 106.0 1,297,665
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 ３.　自己資本規制比率

   前中間会計期間末（百万円） 当中間会計期間末（百万円） 

   固定化されていない自己資本の額　　 （Ａ） 6,194 5,705

   リ  ス  ク  相  当  額　  (Ｂ) 1,883 1,609

 市場リスク相 当 額  28 23

 取引先リスク相当額  378 274

 基礎的リスク相当額  1,475 1,310

 　自 己 資 本 規 制 比 率

　 (Ａ)　/　(Ｂ)　×　１００　
％ 328.9 354.5
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四半期損益計算書の推移表

 (単位:百万円) 

科目

前第１四半期

自18.４.１

至18.６.30

前第２四半期

自18.７.１

至18.９.30

前第３四半期

自18.10.１

至18.12.31

前第４四半期

自19.１.１

至19.３.31

当第１四半期

自19.４.１

至19.６.30

当第２四半期

自19.７.１

至19.９.30

営業収益 1,271 1,146 1,288 1,545 1,334 1,087

受入手数料 899 697 895 1,059 874 681

金融収益 111 102 86 100 112 109

トレーディング損益 260 346 305 385 347 296

金融費用 45 69 48 56 60 58

純営業収益 1,226 1,076 1,239 1,489 1,273 1,028

販売費・一般管理費 1,351 1,279 1,309 1,478 1,278 1,247

取引関係費 251 248 230 236 200 218

人件費 679 608 652 713 637 582

不動産関係費 139 154 161 171 156 164

事務費 216 199 205 235 216 205

減価償却費 26 28 29 22 23 25

租税公課 7 7 8 30 10 7

その他 30 31 22 67 33 44

営業利益 △125 △202 △69 10 △4 △218

営業外収益 50 3 1 1 56 1

営業外費用 0 0 0 3 1 5

経常利益 △75 △199 △68 8 50 △223

特別利益 21 1 2 △26 － －

特別損失 29 17 58 41 19 84

税引前四半期純利益 △82 △215 △123 △59 31 △308

法人税、住民税及び事業税 1 1 1 1 1 2

過年度法人税等 － 23 － － － －

法人税等調整額 － － － － － －

四半期純利益 △84 △240 △125 △60 29 △310
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