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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,849 △49.8 1,727 △50.3 △2,173 ― △2,128 ― △2,566 ―

20年3月期 3,683 △29.9 3,474 △30.9 △1,469 ― △1,417 ― △2,512 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △128.32 ― △61.4 △16.4 △117.5

20年3月期 △125.58 ― △37.2 △6.0 △39.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △3百万円 20年3月期  △0百万円

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 ％

21年3月期 9,403 2,881 30.8 144.04 260.0
20年3月期 16,637 5,469 32.9 273.38 300.1

（参考） 自己資本   21年3月期  2,881百万円 20年3月期  5,469百万円

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

21年3月期 △1,020 1,609 △553 3,253
20年3月期 538 △104 △1,725 3,218

2.  配当の状況 

（注） 業績予想と同様に、金融商品取引業は通常の業績を適正に予想することが困難なため、配当予想についても未定としております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
金融商品取引業の業績は、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、四半期および通期の業績速報値を、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) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、23ページ会計処理方法の変更および29ページ注記事項（損益計算書関係）をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 20,013,042株 20年3月期 20,013,042株

② 期末自己株式数 21年3月期  10,698株 20年3月期  7,642株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報およ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
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

  当事業年度におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安や、急激な円

高ドル安に伴う輸出企業の業績悪化により、景気後退への警戒感が一段と強まりました。 

株式市場においては、米国大手証券会社の経営破綻をきっかけとして、世界的に金融不安が広がり、日経平均株

価は、平成20年10月に昭和57年以来の安値水準であります7,000円割れまで落ち込みました。当事業年度末の日経平

均株価は、8,109円53銭で年度末比の下落率は35.3%となり、ITバブルが崩壊した平成13年度の36.1%に次ぐ下げ幅と

なりました。 

このような状況のもと、当社は、証券取引等監視委員会の検査結果に基づき、平成19年10月５日に金融庁・東海

財務局より「取引所有価証券市場における上場有価証券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（相場固定）」及び「取引一任勘定取引の契約を締結する行為」の法令等違反につきまし

て行政処分を受けましたが、これに伴い平成20年５月28日、日本証券業協会、株式会社名古屋証券取引所、株式会社

東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、株式会社ジャスダック証券取引所より、業務停止処分及び業務改善報告

書の提出、過怠金の支払いを求められました。 

なお、今回の処分は、「相場固定」に基づくものであり、「取引一任勘定取引」につきましては、平成19年12月

26日に日本証券業協会及び各証券取引所より処分を受けております。 

 当期の業績の概況は次のとおりとなりました。 

  

① 受入手数料 

受入手数料の合計は、 百万円（前年同期比54.3％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 

 米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な景気後退の影響を受け、株式相場の下落基調が続き、10月下

旬には一時7,000円台を割り込むまで急落し、バブル崩壊後の 安値を下回ったことなどが影響し、当社の委託売

買高は2,572億円（前年同期比49.2％減）、委託売買株数は４億35百万株（前年同期比30.7％減）となったことか

ら、株式委託手数料は、７億87百万円（前年同期比54.6％減）となりました。この結果、債券、受益証券を含めた

委託手数料の合計は７億94百万円（前年同期比54.3％減）となりました。 

・募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料 

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、債券の取扱手数料が40百万円（前年同期比

1774.1％増）と増加しましたが、受益証券の取扱手数料が50百万円（前年同期比80.7％減）と減少したため、合計

91百万円（前年同期比65.2％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、投資信託の信託報酬が減少したことなどにより１億41百万円（前年同期比39.0％減）と

なりました。 

②  トレーディング損益 

トレーディング損益は、６億53百万円（前年同期比38.9％減）となりました。商品の種類別内訳では、株券等トレ

ーディング損益は３億77百万円（前年同期比52.9％減）となりました。債券等トレーディング損益は２億76百万円

（前年同期比2.4％増）となりました。 

  

１．経営成績
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③ 金融収支 

金融収支は、信用取引残高の減少により、47百万円（前年同期比70.5％減）となりました。 

④ 販売費・一般管理費 

販売費・一般管理費は、役職員の報酬および管理職手当ての削減、トレーディング収益の減少等に伴い人件費等が

減少および全社的に経費削減を行ったため、39億１百万円（前年同期比21.1％減）となりました。 

⑤ 特別損益 

特別利益として、株式会社東京証券取引所グループ等の売却による投資有価証券売却益４億44百万円、金融商品

取引法施行により積立 高限度額の算定額が減額され、積立超過額が発生したことに伴う金融商品取引責任準備金

戻入３億48百万円等により合計８億93百万円を計上いたしました。 

特別損失として、固定資産の減損会計に伴う減損損失10億17百万円、行政処分および刑事事件の罰金としての過

怠金等2億75百万円、投資有価証券の時価下落に伴う投資有価証券評価損42百万円等により合計13億82百万円を計

上いたしました。 

  

以上の結果、当社の営業損失は21億73百万円（前年同期は14億69百万円の営業損失）、経常損失は21億28百万円

（前年同期は14億17百万円の経常損失）、当期純損失は 百万円（前年同期は25億12百万円の当期純損失）と

なりました。 

  

(次期の見通し) 

 当社は、金融商品取引業を中核とする「投資・金融サービス業」を主な事業内容としておりますが、その業績

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ます。 

そのような中、当社は顧客との対面取引を中心に取扱商品の多様化や、売買業務から資産管理業務への転換な

ど、市況に左右されない収益の安定化に取り組んでおりますが、当事業年度におきましては、営業収益18億49百万

円のうち株式委託手数料が７億87百万円（営業収益に対する構成比42.6％）、株券等のトレーディング損益が３億

77百万円（同20.4％）、合計で11億64百万円（同63.0％）と相当程度の割合を占めており、株式市況の変動に大き

く依存しております。将来の株式市況の変動を的確に予測することが不可能に近い状況において業績の見通しを開

示することは、投資家等に誤認を与える恐れがあるため、当社は通常の業績予想を開示しておりません。従いまし

て、当社におきましては通期の業績予想に代えて四半期および通期の業績速報値を、決算数値が確定したと考えら

れる時点で速やかに開示してまいります。  

  

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債、資本の状況 

 当社の資金の財源は、資本金を含む自己資金と転換社債型新株予約権付社債の発行、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が主な財源になっております。その他、必要に応じて金融機関から流動的な資金が調

達できる体制を構築しております。 

 当期末の総資産は、信用取引資産の減少41億90百万円、減損処理等による固定資産の減少10億50百万円、東京証

券取引所グループ等の売却による投資有価証券の減少８億83百万円等により、前年同期比72億33百万円減少し、94

億３百万円(前年同期比43.5％減）となりました。 

 総負債は、転換社債型新株予約権付社債が10億円増加いたしましたが、信用取引負債、および受入保証金の減少

35億24百万円、長期借入金の減少10億円、短期借入金の減少５億50百万円および金融商品取引責任準備金の減少３

億48百万円等により、前年同期比46億45百万円減少し、65億22百万円（前年同期比41.6％減）となりました。 

 純資産合計は、25億87百万円減少し、28億81百万円(前年同期比47.3％減）となりました 

 また、当期末の自己資本規制比率は、260.0％と前年同期比40.1ポイント低下いたしました。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

  現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高に比べて35百万円増加し、32億53百万円となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、10億20百万円の減少（前期は５億38百万円の増加)となりまし

た。これは主として、信用取引資金の増加11億24百万円が生じた一方で、営業損失21億73百万円（前期は14億69百

万円の営業損失）計上したほか、預り金および受入金の減少７億61百万円が生じたことによるものであります。  

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当期の投資活動によるキャッシュ・フローは、16億９百万円の増加（前期は、１億４百万円の減少）となりまし

た。これは主として、投資有価証券の売却による収入12億54百万円、有形固定資産の売却による収入３億95百万円

が生じたことによるものであります。  

25億66
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 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当期の財務活動によるキャッシュ・フローは、５億53百万円の減少（前期は、17億25百万円の減少)となりまし

た。これは主として、転換社債型新株予約権付社債の増加９億96百万円があったものの長期借入金の減少10億円お

よび短期借入金の減少５億50百万円があったことによるものであります。  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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

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

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

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

あります。 

  

(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。また、必

ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項については、投

資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。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 小限とすべく、その対応に努めてまいります。 

  

① 主要な事業の前提について 

当社は、金融商品取引業者として金融商品取引法第29条に基づく金融商品取引業者の登録（登録番号 東海財

務局長（金商）第20号）を受けて金融商品取引業を営んでおります。金融商品取引業については、金融商品取引法

第52条第１項、同第53条第３項、同第54条にて登録の取消しとなる要件が定められており、これに該当した場合、

登録の取消しが命じられます。 

現時点において、当社はこれらの取消し事由に該当する事項はないと認識しております。しかしながら、将来

何らかの事由により登録等の取消しを命じられた場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に

重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 金融商品取引法等法令の遵守について 

金融商品取引業者は、金融商品取引法等の法令・諸規則等の規制のもと、営業行為を行っております。法令違

反等が発生した場合に、損失が出る、訴訟の提起を受ける、監督当局から行政処分等を受ける等によって、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。 

  

③ 自己資本規制比率について 

金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、金融商品取引業者の経営の健全性の確保

のため、金融商品取引業者に対して自己資本規制比率を一定以上維持することを義務づけております。（金融商品

取引法第46条の６第１項）。当該比率が120％を下回った場合、金融庁は金融商品取引業者に対して、業務方法の

変更等を命じ、財産供託その他監督上必要な事項を命じることができます。また、100％を下回った場合には３ヶ

月以内の期間、業務の停止を命じることができ、さらに業務停止命令後3ヶ月を経過しても100％を下回り、かつ、

回復の見込みがないときには金融商品取引業の登録を取り消すことができるとされています（同法第53条、第194

条の７第１項）。また、金融商品取引業者は、四半期ごとに、この自己資本規制比率を記載した書面を作成し、３

ヶ月間、全ての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならず（同法第46条の６第３項）、これに違反した

場合には罰則が科されます（同法第198条の６第６号、第207条第１項第４号）。 

（注）自己資本規制比率とは、金融商品取引業者が常に健全な経営を維持するために維持することが要求されている

指標です。具体的には、固定化されていない自己資本の額の、保有する有価証券の価格変動その他の理由により

発生しうるリスク相当額の合計に対する比率を指します。 

  

④ 顧客資産の分別管理について 

金融商品取引業者は、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、経営破綻等が生じ

た場合に顧客資産が適切かつ円滑に返還されるよう、顧客から預託を受けた有価証券および金銭につき、自己の固

有財産と分別して管理することが義務づけられております。しかし、分別管理が十分でないと判断された場合に

は、金融庁長官による行政処分の対象となるほか（金融商品取引法第52条第１項第６号）、刑事罰も科されます

（同法第198条の５第２号、第207条第１項第３号）。 
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⑤ 証券業の収益変動リスクについて 

国内および海外株式・債券相場が下落または低迷した場合、流通市場での売買高が減少し、結果として当社の

売買委託手数料等が減少する可能性があります。 

  

⑥ 株券等トレーディング業務の影響について 

当社は自己勘定で株券等トレーディ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、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。 

  

⑦ 資金調達について 

当社は現在、自己資金の他、第三者割当による新株予約権付社債（劣後特約付）発行および金融機関等からの

借入等によって資金調達を行っておりますが、当社の経営成績および財政状態について信用不安等が広がった場

合、著しく高い金利での調達を余儀なくされる、または資金調達が不能になる可能性があります。 

  

⑧ 第三者割当により発行される新株予約権の行使による株式価値の希薄化および新規の大株主の出現の可能性につい

て 

当社は平成20年11月20日および平成21年３月30日に第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債（劣

後特約付）を発行しました。当社の発行済株式総数は20,013,042株、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

（劣後特約付）の潜在株式数は10,000,000株、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の潜在株

式数は10,416,000株であり、全株転換された場合、発行済株式総数に対する比率は102.0％に相当し、１株あたり

の株式価値が希薄化するおそれがあります。また、割当先のエース証券株式会社につきましては、新株予約権を全

て行使した時点で、当社の発行済株式総数（ただし、一方の割当先である当社代表取締役社長・中村吉孝の新株予

約権を全て行使しなかったと仮定した場合）の46.5％に相当する株式を保有することとなり、当社の筆頭株主で主

要株主となる見込みであります。 

なお当社は、平成20年11月に割当先であるエース証券株式会社と包括的業務提携を行なっており、両社の営業

地域・業務上の補完性等から収益面、費用面での提携の効果が期待され、同社からは戦略的パートナーとして当社

の経営の安定ならびに企業価値の向上を目指すことで了承を得ております。 

  

⑨ 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、重大な不都合、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、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。 

  

⑩ 災害発生時について 

当社は地震、風水害、テロ等の災害発生時およびその恐れがある場合は、「事業継続計画（ＢＣＰ）」に基づ

き、事業を継続し、かつ重要な業務が中断した場合に速やかに当該事業が再開できるよう体制を構築しております

が、災害規模によっては当社業務に支障をきたし、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。 

  

⑪ 顧客情報の漏洩について 

当社は、顧客情報の保管に関する社内規程等を制定・整備し、その管理には万全を図っておりますが、顧客情

報が流出した場合、賠償金の発生や社会的信用の失墜等により、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。 

  

⑫ 事務リスクについて 

当社では、各種マニュアルの整備やコンプライアンス体制の整備強化に努めておりますが、事務処理プロセス

で発生する事務ミス、事故、または不正等により損失が発生する可能性があります。 

  

⑬ 信用取引について 

信用取引においては、顧客への信用供与が発生し、市場の変動によって顧客の信用リスクが顕在化する可能性

があります。株式相場の変動等により、各顧客に追加で担保の差入れを求める場合がありますが、顧客が追加担保

の差入れに応じない場合は、ルールに従い、建玉の処分および担保の処分を行なうこととなります。株式相場が急

激に変動した場合等、顧客に対する立替金を十分回収できない可能性があり、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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⑭ 取引先等の債務不履行について 

当社の保有する金銭債権や預金等の資産は、相手先が債務不履行に陥った場合、回収が困難となり、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。 

     

 当社は、金融商品取引業を中核とする「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。 

なお、非連結子会社が１社および、持分法非適用関連会社が２社存在しております。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

    当社は平成20年７月、平成23年３月期までの３カ年を対象とする新たな中期経営計画を策定するとともに、基本理

念を次のように全面刷新し、その実現へ向け業務を展開しております。 

 「未来の安心のために」 

  お客様へ  堅実な資産形成と喜びを 

 株主様へ  永続的な成長と喜びを 

 従業員へ  考え働く幸福と喜びを 

 社 会へ  地元愛知への貢献と喜びを 

 また、当社は、次の３項目を基本方針といたしました。 

 経営：透明性の高い明確なコーポレート・ガバナンス（企業統治）の確立 

 営業：お客様を第一に考えた収益の 大化の確立 

 管理：業務水準の均一化による付加価値向上の確立 

(2）目標とする経営指標 

当社は、中期経営計画で数値目標として平成21年３月末までの預り資産の純増額150億円、平成23年３月末の預り

資産4,000億円、営業収益人件費率45％以下を提示しましたが、その後の業績の低迷に伴い実際の数値と乖離が著し

いことや、世界的な金融資本市場の混乱に伴いマーケットの変動幅が大きく新たな目標数値の策定が困難なこと、平

成20年11月からエース証券株式会社との間で証券事業に関する包括的業務提携に伴う各種取り組みについて具体的な

検討を進めていること等から、今後、見直しを図ってまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

    当社は、平成20年11月１日にエース証券株式会社と証券事業に関する包括的業務提携を行いました。業務提携の内

容は、商圏の拡大、営業の拡大、コンプライアンスの強化、コストの削減の４つに分かれており、両社が保有する

各々の経営ノウハウおよび経営資源を相互に活用し、各々が拠点とする地域のより一層の事業効率の向上等を図

り、両社の利益拡大とお客様の満足度向上につなげることが目的です。 

当社は、中期経営計画で、地元回帰、コンプライアンス、収益構造の見直しという３つの柱を打ち出しました。

今後、エース証券株式会社との包括的業務提携を推進するなかで、これらの実現に努めてまいります。 

３つの柱の１番目「地元回帰」は、愛知県に経営資源を集中させ、度重なる法令違反行為により失った信頼を回復

すべく、お客様の「未来の安心」をサポートすることに徹底し、早期の黒字化を目指します。２つ目の「コンプライ

アンス」は、法令違反行為の根絶のため、内部管理態勢の整備や組織・人事体制の抜本的な改革により内部統制の強

化、コンプライアンスの徹底に努め、全てのステークホルダーに「安心」を提供できるよう努めます。３つ目の「収

益構造の見直し」は、株式市場等の市況の変動による収益への影響を 小限に抑えるため、従来の収益構造の見直し

を図るとともに、取扱商品の見直しや新たな顧客層へのアプローチにより、預り資産の拡大、収益の安定化を目指し

ます。 

(4）会社の対処すべき課題 

当社は、平成17年度から平成19年度にかけて発生しましたコンプライアンス上の問題に対する行政処分および裁

判で有罪判決を受けたことに加えまして、平成20年９月のリーマンショックに端を発した世界的な金融資本市場の混

乱の影響等により業績内容が大幅に悪化、この立て直しが 大の課題となっております。 

当社は、業績の立て直しへ向け、自己資本の増強を図るため、平成20年11月20日および平成21年３月30日に第三

者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）をそれぞれ５億円、計10億円を発行いたしました。

また平成20年11月１日、エース証券株式会社と包括的業務提携を行いましたが、同社は前記の新株予約権付社債の割

当先であり、包括的業務提携を具体的に推進するなかで、早期の黒字化を図ってまいります。 

また当社は、上記調達資金を活用し、事業の再構築を図る計画であり、事務所の整理統合およびネットワークシ

ステムの整備等を順次進めるとともに、適切な時期に本社の移転を行う予定です。 

一方、資産の効率化および財務体質の強化をめざし、固定資産（本店土地および建物）の譲渡、投資有価証券

（株式会社東京証券取引所グループ）の売却等を行いました。また、経費削減を図るため、全社的な大節約運動を展

開するとともに、役員報酬および管理職手当ての大幅削減、新しい給与体系の導入による人件費の抑制等を手掛け、

平成21年２月から３月にかけて希望退職の募集も実施いたしました。今後も継続的に全社的な経費削減に努めてまい

ります。 

   
(5）その他、会社の経営上重要な事項 

当社は平成21年２月23日、元職員ら４名に対し「取引一任勘定取引」という法令違反行為を行ったことによる就業

規則違反を理由に損害賠償請求訴訟（約３億10百万円）を提起いたしました。また、「相場固定」という法令違反行

為に対し、平成21年４月13日、名古屋高等裁判所で有罪判決が確定しました元相談役吉田則雄氏ら４名に対し、損害

賠償請求訴訟の提起を準備しております。 

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 3,218,244 3,253,694

預託金 2,451,462 1,809,230

顧客分別金信託 2,360,672 1,718,440

その他の預託金 90,790 90,790

トレーディング商品 6,223 14,899

商品有価証券等 6,223 14,899

約定見返勘定 5,106 1,059

信用取引資産 6,988,044 2,797,168

信用取引貸付金 6,843,598 2,542,411

信用取引借証券担保金 144,446 254,756

立替金 689 9,289

顧客への立替金 － 329

その他の立替金 689 8,959

短期差入保証金 592,000 220,000

短期貸付金 1,382 2,649

前払金 － 395

前払費用 39,654 19,568

未収入金 57,964 80,693

未収収益 102,122 50,763

貸倒引当金 △10,558 △4,623

流動資産計 13,452,337 8,254,787

固定資産   

有形固定資産 1,308,253 385,305

建物 347,396 116,648

器具備品 127,523 71,790

土地 833,333 196,866

無形固定資産 130,738 2,939

借地権 2,487 2,273

電話加入権 23,923 666

ソフトウエア 104,193 －

その他 134 －

投資その他の資産 1,745,803 760,721

投資有価証券 1,100,565 217,115

関係会社株式 1,500 39

その他の関係会社有価証券 102,674 96,624

出資金 2,020 2,020

従業員に対する長期貸付金 59,070 59,683

長期差入保証金 365,784 340,018

長期前払費用 4,248 －

長期立替金 116,845 93,112

その他 112,030 64,000

貸倒引当金 △118,934 △111,892

固定資産計 3,184,796 1,148,966

資産合計 16,637,133 9,403,753
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

信用取引負債 5,683,293 2,617,043

信用取引借入金 5,282,955 2,159,448

信用取引貸証券受入金 400,338 457,594

有価証券担保借入金 89,405 －

預り金 1,383,958 1,080,427

顧客からの預り金 1,279,649 986,719

その他の預り金 104,309 93,707

受入保証金 1,194,742 736,594

短期借入金 750,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 －

未払金 181,489 20,002

未払費用 138,084 123,442

リース資産減損勘定 － 192,638

未払法人税等 9,709 11,922

賞与引当金 77,006 48,000

流動負債計 10,507,690 5,030,072

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 － 1,000,000

繰延税金負債 69,959 －

退職給付引当金 150,644 204,357

長期リース資産減損勘定 － 219,186

その他 31,000 8,750

固定負債計 251,603 1,432,294

特別法上の準備金   

証券取引責任準備金 408,786 －

金融商品取引責任準備金 － 60,151

特別法上の準備金計 408,786 60,151

負債合計 11,168,079 6,522,517
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,251,856 3,251,856

資本剰余金   

資本準備金 1,204,043 1,204,043

資本剰余金合計 1,204,043 1,204,043

利益剰余金   

利益準備金 503,860 503,860

その他利益剰余金   

役員退職慰労積立金 162,174 162,174

建物圧縮積立金 87,181 －

別途積立金 2,754,245 247,607

繰越利益剰余金 △2,506,638 △2,479,648

利益剰余金合計 1,000,823 △1,566,007

自己株式 △3,052 △3,418

株主資本合計 5,453,669 2,886,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,384 △5,237

評価・換算差額等合計 15,384 △5,237

純資産合計 5,469,054 2,881,236

負債・純資産合計 16,637,133 9,403,753
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収益   

受入手数料 2,244,678 1,026,923

委託手数料 1,739,804 794,356

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

10,881 －

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

262,030 91,065

その他の受入手数料 231,962 141,501

トレーディング損益 1,070,157 653,795

金融収益 368,469 168,611

営業収益計 3,683,305 1,849,330

金融費用 208,508 121,429

純営業収益 3,474,797 1,727,900

販売費・一般管理費 4,944,381 3,901,639

取引関係費 840,701 650,244

人件費 2,392,015 1,784,631

不動産関係費 641,355 597,308

事務費 809,618 661,561

減価償却費 103,372 102,796

租税公課 44,075 38,121

貸倒引当金繰入額 16,863 －

その他 96,378 66,975

営業損失（△） △1,469,584 △2,173,738

営業外収益   

受取配当金 56,775 62,267

その他 6,096 8,368

営業外収益計 62,872 70,636

営業外費用   

貸倒引当金繰入額 － 11,625

社債利息 － 6,328

投資事業組合運用損 9,012 3,304

社債発行費 － 3,229

その他 1,595 1,305

営業外費用計 10,608 25,792

経常損失（△） △1,417,319 △2,128,895

特別利益   

投資有価証券売却益 － 444,030

金融商品取引責任準備金戻入 － 348,634

賞与引当金戻入額 － 77,006

証券市場基盤整備基金拠出金戻入額 － 23,432

特別利益計 － 893,103
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

減損損失 750,000 1,017,189

過怠金 111,000 250,000

罰金 － 25,000

投資有価証券評価損 100,247 42,900

ゴルフ会員権売却損 － 12,965

店舗統廃合費用 － 10,594

割増退職金 － 9,063

固定資産除却損 2,921 5,668

ゴルフ会員権評価損 － 4,850

その他の関係会社有価証券評価損 － 2,745

関係会社株式評価損 － 1,460

証券取引責任準備金繰入れ 56,766 －

その他 6,964 445

特別損失計 1,027,900 1,382,882

税引前当期純損失（△） △2,445,219 △2,618,674

法人税、住民税及び事業税 7,627 7,621

法人税等調整額 59,465 △59,465

法人税等合計 67,093 △51,843

当期純損失（△） △2,512,313 △2,566,830

丸八証券株式会社（8700）　平成21年3月期　決算短信（非連結）

－13－



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,251,856 3,251,856

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,251,856 3,251,856

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,204,043 1,204,043

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,204,043 1,204,043

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 503,860 503,860

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 503,860 503,860

その他利益剰余金   

役員退職積立金   

前期末残高 162,174 162,174

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 162,174 162,174

建物圧縮積立金   

前期末残高 92,202 87,181

当期変動額   

建物圧縮積立金の取崩 △5,020 △87,181

当期変動額合計 △5,020 △87,181

当期末残高 87,181 －

特別償却準備金   

前期末残高 654 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △654 －

当期変動額合計 △654 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 3,249,313 2,754,245

当期変動額   

別途積立金の取崩 △495,067 △2,506,638

当期変動額合計 △495,067 △2,506,638

当期末残高 2,754,245 247,607
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △495,067 △2,506,638

当期変動額   

別途積立金の取崩 495,067 2,506,638

建物圧縮積立金の取崩 5,020 87,181

特別償却準備金の取崩 654 －

当期純損失（△） △2,512,313 △2,566,830

当期変動額合計 △2,011,570 26,989

当期末残高 △2,506,638 △2,479,648

利益剰余金合計   

前期末残高 3,513,136 1,000,823

当期変動額   

当期純損失（△） △2,512,313 △2,566,830

当期変動額合計 △2,512,313 △2,566,830

当期末残高 1,000,823 △1,566,007

自己株式   

前期末残高 △2,954 △3,052

当期変動額   

自己株式の取得 △98 △365

当期変動額合計 △98 △365

当期末残高 △3,052 △3,418

株主資本合計   

前期末残高 7,966,082 5,453,669

当期変動額   

当期純損失（△） △2,512,313 △2,566,830

自己株式の取得 △98 △365

当期変動額合計 △2,512,412 △2,567,196

当期末残高 5,453,669 2,886,473

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 73,814 15,384

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58,430 △20,621

当期変動額合計 △58,430 △20,621

当期末残高 15,384 △5,237

評価・換算差額等合計   

前期末残高 73,814 15,384

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58,430 △20,621

当期変動額合計 △58,430 △20,621

当期末残高 15,384 △5,237
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 8,039,896 5,469,054

当期変動額   

当期純損失（△） △2,512,313 △2,566,830

自己株式の取得 △98 △365

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58,430 △20,621

当期変動額合計 △2,570,842 △2,587,818

当期末残高 5,469,054 2,881,236
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △2,445,219 △2,618,674

減価償却費 103,372 102,796

減損損失 750,000 1,017,189

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28,666 △12,977

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） 56,766 △408,786

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） － 60,151

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,613 53,713

受取利息及び受取配当金 △64,837 △67,819

支払利息 63,662 51,581

社債発行費 － 3,229

賞与引当金戻入額 － △77,006

証券市場基盤整備基金拠出金戻入額 － △23,432

投資有価証券売却損益（△は益） － △444,030

投資有価証券評価損益（△は益） 100,247 42,900

固定資産除却損 2,921 5,668

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 12,965

ゴルフ会員権評価損 － 4,850

関係会社株式評価損 － 1,460

その他の関係会社有価証券評価損 － 2,745

過怠金 111,000 250,000

罰金 － 25,000

店舗統廃合費用 － 10,594

貸付金の増減額（△は増加） 2,938 △1,266

預託金の増減額（△は増加） － 642,232

立替金の増減額（△は増加） － 15,133

預託金、立替金の（△増加）減少額 1,752,760 －

短期差入保証金の増減額（△は増加） △540,000 372,000

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △2,182,215 △761,678

トレーディング商品の増減額 △6,223 △8,675

約定見返勘定の増減額（△は増加） － 4,046

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 3,208,261 1,124,626

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △429,622 △89,405

その他の資産の増減額（△は増加） 260,490 26,229

その他の負債の増減額（△は減少） △104,138 △45,383

小計 649,112 △730,021

利息及び配当金の受取額 64,837 67,819

利息の支払額 △60,757 △43,181

過怠金の支払額 △111,000 △250,000

罰金の支払額 － △25,000

リース解約等に伴う支払額 － △25,748

法人税等の支払額 △3,994 △14,819

営業活動によるキャッシュ・フロー 538,197 △1,020,951
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 △33,234 △75,344

有形固定資産の売却による収入 10 395,904

無形固定資産の取得による支出 △65,892 △10,547

投資有価証券の取得による支出 △8,760 △535

投資有価証券の売却による収入 － 1,254,000

従業員に対する長期貸付けによる支出 △4,000 △11,770

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 9,780 11,157

ゴルフ会員権の償還による収入 － 12,765

ゴルフ会員権の売却による収入 － 300

差入保証金の差入による支出 △16,085 △8,268

差入保証金の回収による収入 13,548 42,334

投資活動によるキャッシュ・フロー △104,634 1,609,995

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,725,000 △550,000

長期借入金の返済による支出 － △1,000,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 － 996,771

自己株式の取得による支出 △98 △365

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,725,098 △553,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,291,535 35,449

現金及び現金同等物の期首残高 4,509,779 3,218,244

現金及び現金同等物の期末残高 3,218,244 3,253,694
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準お

よび評価方法 

トレーディング商品に属する有価証券およびデリバテ

ィブ取引等については、時価法を採用し、売却原価は移

動平均法により算定しております。 

１ トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準お

よび評価方法 

同左 

２ トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準

および評価方法 

（1）関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

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 

（1）関連会社株式 

同左 

（2）その他の関係会社有価証券 

当社の関係会社に該当する投資事業組合等への出資

については、当該組合等の純資産および収益・費用を

当社の出資持分割合に応じて、その他の関係会社有価

証券（固定資産）および収益・費用として計上してお

ります。  

（2）その他の関係会社有価証券 

同左  

（3）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対

照表価額とし、取得原価ないし償却原価との評価差

額を全部純資産直入法により処理し、売却原価は、

移動平均法によっております。 

（3）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

                    同左 

② 時価のないもの 

移動平均法による原価法ないし償却原価法によっ

ております。  

② 時価のないもの 

                    同左 
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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（リース資産を除く） 

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。 

(会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、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。 

これによる営業損失、経常損失および税引前当期純損

失への影響は軽微であります。  

  

  

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、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。 

これによる営業損失、経常損失および税引前当期純損

失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  

(2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数について

は、社内における利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  (3）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

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。 
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４ 引当金および準備金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収不能見込み額を計上しており

ます。 

４ 引当金および準備金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給

見込額の当事業年度負担額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年金資産に基づき、当事業年

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。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(4）証券取引責任準備金 

証券事故による損失に備えるため、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）金融商品取引責任準備金 

証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第

46条の５に従い、金融商品取引業等に関する内閣府令第

175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。 

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。 

  

 ────── 

６ ヘッジ会計の方法 

外国証券の購入および売却の取次ぎにより生じる債権

債務をヘッジ対象として、約定日に支払および受取キャ

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 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金および取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わな

い短期的な投資としております。 

７ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理の方法 

税抜き方式によっており、控除対象外の消費税等につ

いては、販売費・一般管理費に計上しております。 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理の方法 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

                    ────── （リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び 「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

これによる営業損失、経常損失、税引前当期純損失に

与える影響はありません。  

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

  

（金融商品取引責任準備金） 

従来、旧証券取引法第51条に従い証券取引責任準備金

として計上しておりましたが、平成19年９月30日に 金融

商品取引法が施行されたことに伴い、当事業年度より、

金融商品取引法第46条の５に従い金融商品取引責任準備

金として計上しております。 

なお、従来の方法と比較して、金融商品取引責任準備

金および税引前当期純損失は、242,907千円少なく計上さ

れております。  
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

────────── （損益計算書） 

 「その他の関係会社有価証券評価損」は、前事業年

度において「投資有価証券評価損」に含めて表示して

おりましたが、明瞭表示のため、当事業年度より区分

掲記しております。 

 なお、前事業年度の「投資有価証券評価損」に含ま

れている「その他の関係会社有価証券評価損」は

88,312千円であります。 

  （キャッシュフロー計算書） 

１．前事業年度において、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「預託金、立替金の（△増加）減少額」として

表示しておりましたが、ＸＢＲＬ導入に伴い財務諸表

の比較可能性を向上するため、当事業年度より「預託

金の増減額（△は増加）」「立替金の増減額（△は増

加）」に区分掲記しております。 

 なお、前事業年度の「預託金、立替金の（△増加）

減少額」に含まれる「預託金の増減額（△は増加）」

「立替金の増減額（△は増加）」は、それぞれ

1,727,573千円、25,187千円であります。 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「その他の関係

会社有価証券評価損」は、前事業年度において「投資

有価証券評価損」に含めて表示しておりましたが、明

瞭表示のため、当事業年度より区分掲記しておりま

す。 

 なお、前事業年度の「投資有価証券評価損」に含ま

れている「その他の関係会社有価証券評価損」は

88,312千円であります。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

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

建物 668,598千円

器具備品 266,298 

計  934,897

建物       495,176千円

器具備品 289,152 

計  784,329

※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 1,047,153千円

建物 295,805 

土地        833,333 

計  2,176,292

投資有価証券   108,287千円

建物 77,722 

土地       183,402 

計  369,412

（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73,760千円お

よび保管有価証券3,085,918千円、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、信用取引借入金の担保として自

己融資見返株券8,784千円および保管有価証券

1,158,093千円、為替予約取引の担保として定

期預金30,000千円、リース債務の担保として投

資有価証券66,008千円を差し入れております。

担保資産の対象となる債務 担保資産の対象となる債務 

短期借入金 660,000千円 短期借入金  110,000千円

─────── ３ 差し入れた有価証券の時価額 

  信用取引貸証券   483,016千円

信用取引借入金の本担保証

券 
   2,011,457

計  2,494,473

─────── ４ 担保として差し入れを受けた有価証券および借り入

れた有価証券の時価額 

  信用取引貸付金の本担保証

券 

  2,284,584千円

信用取引借証券    241,595

受入保証金代用有価証券        6,554,870

計  9,081,050

※５ １年内返済予定長期借入金1,000,000千円は「金融

商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令

第52号）第176条に定める劣後特約付借入金でありま

す。 

※５ 転換社債型新株予約権付社債1,000,000千円は「金

融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府

令第52号）第176条に定める劣後特約付社債でありま

す。 

※６ 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。          

※６ 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 金融商品取引責任準備金 金融商品取引法第46条の５ 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 金融収益の内訳 ※１ 金融収益の内訳 

信用取引収益 316,460千円

受取配当金 820 

受取債券利子 4 

受取利息 8,061 

その他 43,121 

計  368,469

信用取引収益 139,660千円

受取配当金  252 

受取債券利子  0 

受取利息     5,551 

その他    23,146 

計 168,611 

※２ トレーディング損益の内訳 ※２ トレーディング損益の内訳 

株券等 800,032千円

債券等 270,124 

計  1,070,157

株券等  377,198千円

債券等 276,597 

計 653,795 

※３ 取引関係費の内訳 ※３ 取引関係費の内訳 

支払手数料 114,732千円

取引所・協会費 184,594 

通信・運送費 429,450 

旅費・交通費 25,984 

広告宣伝費 57,075 

交際費 28,863 

計  840,701

支払手数料    76,108千円

取引所・協会費  110,181 

通信・運送費   395,597 

旅費・交通費    19,334 

広告宣伝費    37,756 

交際費    11,266 

計 650,244 

※４ 人件費の内訳 ※４ 人件費の内訳 

役員報酬 124,742千円

従業員給与 1,592,577 

歩合外務員給与 120,544 

その他の報酬・給与  102,069

福利厚生費  228,952

賞与引当金繰入  77,006

退職給付費用  146,122

計  2,392,015

役員報酬   69,273千円

従業員給与 1,229,196 

歩合外務員給与    25,970 

その他の報酬・給与 141,515 

福利厚生費 178,492 

賞与引当金繰入 48,000 

退職給付費用 92,183 

計 1,784,631 

※５ 不動産関係費の内訳 ※５ 不動産関係費の内訳 

不動産費 230,840千円

器具・備品費 410,515 

計  641,355

不動産費   204,255千円

器具・備品費   393,052 

計 597,308 
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※６ 事務費の内訳 ※６ 事務費の内訳 

事務委託費 690,129千円

事務用品費 119,488 

計  809,618

事務委託費   564,871千円

事務用品費  96,690 

計 661,561 

※７ 租税公課の内訳 ※７ 租税公課の内訳 

事業税  10,467千円

印紙税 1,555 

その他 32,052 

計  44,075

事業税      9,202千円

印紙税     4,224 

その他    24,694 

計 38,121 

※８ その他の内訳 ※８ その他の内訳 

図書費 9,150千円

光熱・給水費 28,046 

自動車燃料費 4,541 

その他 54,639 

計  96,378

図書費     4,961千円

光熱・給水費    26,393 

自動車燃料費     4,915 

その他    30,704 

計 66,975 

※９ 金融費用の内訳 ※９ 金融費用の内訳 

信用取引費用 138,856千円

支払利息 63,662 

その他 5,989 

計  208,508

信用取引費用    69,221千円

支払利息    51,581 

その他      625 

計 121,429 

※10 固定資産除却損の内容 ※10 固定資産除却損の内容 

建物附属設備 1,908千円

器具備品 1,013 

計  2,921

建物附属設備 2,965千円

器具備品     2,702 

計  5,668
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※11 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

して本・支店からなる営業店舗網を一つの資産グルー

プとしてグルーピングしております。 

当事業年度において法人業務の縮小など、事業の再

構築を図っており、その中において、本店を含む営業

用不動産について使用目的の変更等を検討しており、

本部機能の一部を担う池下分室については、種々の有

効活用を検討していることから、上記の資産グループ

とは別グループとしました。 

同資産グループにおいて、土地の時価が大幅に下落

していることから、当該資産グループの帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、その減少額750,000千円を減

損損失として計上しております。 

用途 種類 場所 金額（千円）

転用検討中の

土地・建物 
土地・建物 

名古屋市

千種区 
750,000

※11 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。 

場所 用途 種類 金額（千円）

庄内支店他

（名古屋市西

区他） 

営業店舗等 

リース資産 

建物 

その他  

24,655

23,653

7,501

通信取引セン

ター（名古屋

市中区） 

インターネッ

ト取引システ

ム 

リース資産 

ソフトウェア 

その他  

360,970

40,665

783

ディーリング

室（大阪市中

央区） 

ディーリング

システム等 

ソフトウエア 

リース資産 

その他  

26,248

4,503

2,442

本社分室他

（名古屋市千

種区他） 

共有資産 

（事務所およ

び従業員用社

宅等） 

土地  

建物  

リース資産 

その他  

213,199

94,012

13,642

46,311

本社 

（名古屋市中

区） 

売却資産 

土地 

建物 

その他 

 102,803

20,124

204

旧東京支店他

（東京都中央

区他）  

処分予定資産

等 

リース資産 

建物  

その他  

17,927

5,407

12,130

合計        1,017,189
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （資産のグルーピングの方法）  

（会計方針の変更）  

従来、本・支店からなる営業店舗網を一つの資産グ

ループとしてグルーピングしておりましたが、事業再

編に伴う事業単位の見直し等により、リテール営業部

門である営業店単位、インターネット取引部門である

通信取引センター、トレーディング業務を主体とした

ディーリング部門および本社分室や従業員用社宅等か

らなる共用資産にグルーピングの変更をいたしまし

た。 

これにより、従来のグルーピングによった場合と比

較して営業損失、経常損失、税引前当期純損失に与え

る影響はありません。 

なお、当該グルーピングの変更は、当第３四半期後

に策定された事業再編計画に基づいて行ったものであ

るため、当第３四半期までの各四半期会計期間と年度

の首尾一貫性を欠くことになっております。 

当第３四半期までは、従来のグルーピングによって

おりますが、当事業年度と同一のグルーピングの方法

によった場合と比較して、当第３四半期累計期間の営

業損失、経常損失、税引前四半期純損失に与える影響

はありません。 

上記グルーピングのほか、資産の処分や事業の縮小

に関する意思決定を行った本社や旧東京支店等につい

ては、独立したキャッシュ・フローを生み出す 小単

位として取扱っております。  

  

  （減損損失の認識に至った経緯） 

各営業部店、通信取引センター、ディーリング部門

および共用資産については、地価の下落や営業活動か

ら生ずる損益が継続的にマイナスであるため、その他

については、資産の処分や事業の縮小に関する意思決

定を行ったことにより、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失1,017,189千円として

特別損失に計上いたしました。 

  

（回収可能価額の算定方法等） 

当該資産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。土地・建物の正味売却価額については

不動産鑑定評価額により、その他の資産については合

理的な見積り等により算出しております。 
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ※12 賞与引当金戻入  

賞与引当金戻入77,006千円は、前事業年度末引当額

の支払をしなかったため計上したものであります。 

  

※13 証券市場基盤整備基金拠出金戻入額  

証券市場基盤整備基金戻入額23,432千円は、要拠出

額が変更となったことにより戻入が発生したため計上

したものであります。 

  

※14 過怠金・罰金  

日本証券業協会および名古屋証券取引所等４つの金

融商品取引所から賦課された過怠金250,000千円およ

び名古屋地方裁判所の判決による罰金25,000千円を計

上したものであります。 

  

※15 店舗統廃合費用  

店舗統廃合費用は10,594千円は、東京支店の歩合外

務員業務廃止に伴い、計上したものであります。  

  

※16 割増退職金  

割増退職金9,063千円は、希望退職募集の応募者に

対し、退職時に支給したものであります。  
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

（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．新株予約権およ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 

該当事項はありません。  

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式数

（千株） 
当事業年度減少株式数

（千株） 
当事業年度末株式数

（千株） 

発行済株式         

普通株式  20,013  －  －  20,013

合計  20,013  －  －  20,013

自己株式         

普通株式（注）  7  0  －  7

合計  7  0  －  7
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

（注）当事業年度増加は、転換社債型新株予約権付社債の発行によるものであります。 

  

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

  
前事業年度末株式数

（千株） 
当事業年度増加株式数

（千株） 
当事業年度減少株式数

（千株） 
当事業年度末株式数

（千株） 

発行済株式         

普通株式  20,013  －  －  20,013

合計  20,013  －  －  20,013

自己株式         

普通株式（注）  7  3  －  10

合計  7  3  －  10

区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度

末残高 

（千円） 前事業年度末 
当事業年度増

加 

当事業年度減

少 
当事業年度末 

提出会社 

第１回転換社債型

新株予約権付社債

にかかる新株予約

権（注） 

普通株式    －    10,000,000    －    10,000,000    －

第２回転換社債型

新株予約権付社債

にかかる新株予約

権（注） 

普通株式    －    10,416,666    －    10,416,666    －

 合計  －    －    20,416,666    －    20,416,666    －
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 現金および現金同等物の期末残高と貸借対照表に 

掲載されている科目の金額との関係 

※１ 現金およ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  3,218,244千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
  －  

現金および現金同等物 3,218,244 

「現金・預金」勘定   3,253,694千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
－  

現金および現金同等物   3,253,694 
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（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・リース取引は次のとおりでありま

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

および期末残高相当額 

（借主側） 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりでありま

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、減損損失累計額相当額および期末残高相当額 

  
器具備品 

（千円） 

ソフトウェア 

（千円） 

合計 

（千円） 

取得価額相

当額 
 192,827  688,294  881,121

減価償却累

計額相当額 
 90,015  250,175  340,190

期末残高相

当額 
 102,812  438,118  540,930

  
器具備品 

（千円） 

ソフトウェア 

（千円） 

合計 

（千円） 

取得価額相

当額 
 143,636  688,294  831,930

減価償却累

計額相当額 
 82,636  387,834  470,470

減損損失累

計額相当額 
 60,999  300,459  361,459

期末残高相

当額 
 －  －  －

２ 未経過リース料期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額等 

１年内 172,934千円

１年超  377,512

合計  550,446

※上記リース資産減損勘定の残高のほかに、重要性

が乏しいため開示を省略した取引にかかる減損勘定

の残高40,714千円を計上しております。  

１年内       167,950千円

１年超  203,160

合計  

リース資産減損勘定の残高 

 371,111 

   371,111 

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、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額および減損損失 

支払リース料 187,413千円

減価償却費相当額  177,900

支払利息相当額  13,235

※上記減損損失のほかに、重要性が乏しいため開示

を省略した取引にかかる減損損失40,714千円を計上

しております。 

支払リース料  

リース資産減損勘定の取崩

額 

174,270千円

  － 

減価償却費相当額  165,765

支払利息相当額  

減損損失 

 

     

9,317

371,111

４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

５ 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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前事業年度（平成20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および利用目的 

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

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

の円滑化を目的としております。 

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

との取引から発生しております。また、裁定取引も行っております。 

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

② トレーディングに係るリスクの内容 

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

スクと取引先リスクがあります。 

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

の相手方が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。 

③ トレーディングに係るリスク管理体制 

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

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

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

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

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

対する日常的なモニターを行い、日々経営陣および関連部署に報告しております。 

(2）トレーディングの契約額等および時価に関する事項 

① 商品有価証券等（売買目的有価証券） 

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。 

  

（有価証券およびデリバティブ取引）

種類 
貸借対照表計上額

当事業年度の損益に含ま
れた評価差額（千円） 

資産（千円） 負債（千円）

株式  －  －  －

債券  6,223  －  －

受益証券  －  －  －
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２ トレーディングに係るもの以外 

(1）有価証券関係 

① 子会社株式およ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 

② その他有価証券で時価のあるもの 

③ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

④ 時価評価されていない主な有価証券の内容および貸借対照表計上額 

(2）デリバティブ取引関係 

① 取引の状況に関する事項 

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

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

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

はすべてヘッジ会計（振当処理）を適用しております。 

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

に係る信用リスクはほとんどないものと認識しております。 

② 取引の時価等に関する事項 

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

ため記載しておりません。 

  

種類 
取得原価
（千円） 

貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
                 

株式  115,509  142,559  27,050

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
                 

株式  21,441  20,269  △1,172

合計  136,950  162,828  25,877

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 －  －  －

内容 貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式  1,500

その他の関係会社有価証券  102,674

その他有価証券  937,736

非上場株式  937,736
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当事業年度（平成21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および利用目的 

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

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

の円滑化を目的としております。 

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

との取引から発生しております。また、裁定取引も行っております。 

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

② トレーディングに係るリスクの内容 

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

スクと取引先リスクがあります。 

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

の相手方が契約を履行できなくなる場合に発生するリスクであります。 

③ トレーディングに係るリスク管理体制 

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

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

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

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

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

対する日常的なモニターを行い、日々経営陣および関連部署に報告しております。 

(2）トレーディングの契約額等および時価に関する事項 

① 商品有価証券等（売買目的有価証券） 

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。 

  

種類 
貸借対照表計上額

当事業年度の損益に含ま
れた評価差額（千円） 

資産（千円） 負債（千円）

株式  －  －  －

債券  14,899  －  －

受益証券  －  －  －
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２ トレーディングに係るもの以外 

(1）有価証券関係 

① 子会社株式およ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 

② その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について42,900千円減損処理を行っております。  

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について

減損処理を行っております。  

  

③ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

④ 時価評価されていない主な有価証券の内容および貸借対照表計上額 

(2）デリバティブ取引関係 

① 取引の状況に関する事項 

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

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

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

振当処理を適用しております。 

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

に係る信用リスクはほとんどないものと認識しております。 

② 取引の時価等に関する事項 

該当事項ありません。 

  

種類 
取得原価
（千円） 

貸借対照表計上額
（千円） 

差額 
（千円） 

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの 
                 

株式  5,471  9,172  3,701

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
                 

株式  89,114  80,176  △8,938

合計  94,585  89,348  △5,237

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 1,254,000  444,030  －

内容 貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式  39

その他の関係会社有価証券  96,624

その他有価証券  127,766

非上場株式  127,766
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（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を採用しております。 

適格退職年金制度については、退職給与の全部

（100％相当額）を第33期（昭和50年）から移行してお

ります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

  

２ 退職給付債務に関する事項 ２ 退職給付債務に関する事項 

イ 退職給付債務     

期末自己都合退職要支給額 428,763千円

年金受給者の責任準備金    8,884 

計  437,647 

ロ 年金資産（時価）   287,002 

ハ 退職給付引当金（イ－ロ）   150,644 

イ 退職給付債務     

期末自己都合退職要支給額 401,737千円

年金受給者の責任準備金    5,188 

計   406,925 

ロ 年金資産（時価）  202,567 

ハ 退職給付引当金（イ－ロ）  204,357 

３ 退職給付費用に関する事項 ３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用   95,635千円

(2) 臨時に支払った割増退職金   50,486

計  146,122

(1) 勤務費用    92,183千円

(2) 臨時に支払った割増退職金   9,063

計  101,246

（ストック・オプション等関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

１ 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

繰延税金資産     

賞与引当金 31,225千円

減価償却費超過額  23,903

貸倒引当金超過額  49,043

退職給付引当金  61,086

証券取引責任準備金  165,762

ゴルフ会員権評価損  608

投資有価証券評価損  57,471

未払事業税  1,018

証券市場基盤整備基金拠出金  23,432

繰越欠損金  747,966

減損損失  304,125

その他  3,052

繰延税金資産 小計  1,468,696

評価性引当額  △1,468,696

繰延税金資産 合計  －

繰延税金負債      

建物圧縮積立金  59,465

その他有価証券評価差額金  10,493

繰延税金負債 合計  69,959

繰延税金負債の純額  69,959

繰延税金資産     

賞与引当金 19,464千円

減価償却費超過額  65,273

貸倒引当金超過額  40,125

退職給付引当金  82,867

金融商品取引責任準備金  24,391

ゴルフ会員権評価損  1,966

投資有価証券評価損  59,176

未払事業税  1,865

証券市場基盤整備基金拠出金  －

繰越欠損金  1,574,674

減損損失  567,470

その他  4,851

繰延税金資産 小計  2,442,125

評価性引当額  △2,442,125

繰延税金資産 合計  －

繰延税金負債      

繰延税金負債 合計  －

繰延税金資産（負債）の純額  －

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.55％

（調整）       

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
△0.52

  

住民税均等割等 △0.31  

評価性引当額の増減 △42.28  

その他 △0.18  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.74  

 当社は税引前当期純損失を計上しているため、該当

の記載は行っておりません。 
  

（持分法損益等）

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

関連会社に対する投資の金額（千円）  98,008  93,371

持分法を適用した場合の投資の金額（千円）  96,529  93,371

持分法を適用した場合の投資利益（△は損失）の金額

（千円） 
 △19  △3,158
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）および

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適

用しております。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  

役員及び個人主要株主等 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等  
本債券固有の条件、債券利回り、新株予約権価格等については、本債券の価値に影響を与えるマーケット等での

様々な要因を定量的・定性的に分析し、当社が得られる経済的価値を勘案し決定しております。  

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

資本金 
又は 
出資金 

（千円） 

事業の
内容又 
は職業 

議決権等
の所有 

(被所有) 
割合(％) 

関連当事者
との関係 

取引の
内容 

取引金額 
（千円） 科目 期末残高

（千円） 

役員およ

び個人主

要株主 
中村吉孝  －  －

当社代表

取締役社

長 

(被所有)

直接 15.1 

転換社債型新株

予約権付社債の

引受け 

転換社債

型新株引

受権付社

債の引受

け  

150,000 
転換社債型

新株引受権

付社債 
150,000
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（注） １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 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 273.38円

１株当たり当期純損失  125.58円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 144.04円

１株当たり当期純損失 128.32円

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

損益計算書上の当期純損失（千円）  △2,512,313  △2,566,830

普通株式に係る当期純損失（千円）  △2,512,313  △2,566,830

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）  20,005  20,003

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の内容  

   ─――――――  

第１回無担保転換社債型新株予約権

付社債（劣後特約付） 

 新株予約権付社債の残高 

500百万円 

 新株予約権の目的となる株式の種

類および数 

普通株式 10,000千株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

50円 

第２回無担保転換社債型新株予約権

付社債（劣後特約付） 

 新株予約権付社債の残高 

500百万円  

 新株予約権の目的となる株式の種

類および数 

普通株式 10,416千株 

 新株予約権の行使時の払込金額 

48円 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．日本証券業協会および各証券取引所による処分につい

て 

当社は、当社ならびにその使用人が行った行為が、

旧証券取引法第159条３項に規定する「取引所有価証

券市場における上場有価証券相場を固定させる目的を

持って、一連の上場有価証券の買付けの受託・執行を

する行為（相場固定）」に該当すると認められたこと

から、平成20年５月28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 ２億円 

(2) 勧告 法令、諸規則の遵守の徹底および実効あ

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。 

  

㈱名古屋証券取引所  

(1) 平成20年６月９日から同年６月11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（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

業務で名古屋証券取引所が個別に認めたものを

除く）に関する名古屋証券取引所における当該

有価証券の売買の停止。 

(2) 過怠金 50百万円 

(3) 業務改善報告書を提出すること。 

㈱東京証券取引所  

(1) 平成20年６月９日から同年６月11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（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

業務で東京証券取引所が個別に認めたものを除

く）に関する東京証券取引所における当該有価

証券の売買の停止。 

(2) 業務改善報告書を提出すること。   

㈱大阪証券取引所  

(1) 平成20年６月９日から同年６月11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（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

業務で大阪証券取引所が個別に認めたものを除

く）に関する大阪証券取引所における当該有価

証券の売買の停止。 

(2) 業務改善報告書を提出すること。 
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前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

㈱ジャスダック証券取引所  

(1) 平成20年６月９日から同年６月11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（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

業務でジャスダック証券取引所が個別に認めた

ものを除く）に関するジャスダック証券取引所

における当該有価証券の売買の停止。 

(2) 業務改善報告書を提出すること。   

２．名古屋地方裁判所判決について 

当社は、平成20年６月17日、名古屋地方裁判所より、

旧証券取引法第159条第３項違反により罰金25百万円の

有罪判決を受けております。 
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平成21年３月期 決算資料 

１．受入手数料 

(1）科目別内訳 

(2）商品別内訳 

２．トレーディング損益 

５．その他

  前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

委託手数料  1,739,804  794,356  45.7

（株券）  (1,734,080)  (787,791)  (45.4)

（債券）  (1,741)  (2,476)  (142.2)

（受益証券）  (3,982)  (4,088)  (102.7)

引受け・売出し・特定投

資家向け売付け勧誘等の

手数料 

 10,881  －  －

（株券）  (9,847)  －  －

（債券）  (1,033)  －  －

募集・売出し・特定投資

家向け売付け勧誘等の取

扱手数料 

 262,030  91,065  34.8

（株券）  (51)  －  －

（債券）  (2,183)  (40,918)  (1,874.1)

（受益証券）  (259,796)  (50,146)  (19.3)

その他の受入手数料  231,962  141,501  61.0

（株券）  (23,956)  (12,540)  (52.3)

（債券）  (903)  (774)  (85.8)

（受益証券）  (196,203)  (119,682)  (61.0)

（その他）  (10,899)  (8,503)  (78.0)

合計  2,244,678  1,026,923  45.7

  前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

株券  1,767,935  800,332  45.3

債券  5,861  44,169  753.6

受益証券  459,981  173,917  37.8

その他  10,899  8,503  78.0

合計  2,244,678  1,026,923  45.7

  前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

株券等  800,032  377,198  47.1

債券等  270,124  276,597  102.4

合計  1,070,157  653,795  61.1
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 ３. 自己資本規制比率 

  

      前事業年度末（百万円）  当事業年度末（百万円）  

   固定化されていない自己資本の額   （Ａ）  4,285  2,875

   リ  ス  ク  相  当  額   (Ｂ)  1,428  1,105

  市場リスク相 当 額     19  11

  取引先リスク相当額     149               68

  基礎的リスク相当額     1,259  1,026

  自 己 資 本 規 制 比 率 

  (Ａ) / (Ｂ) × １００  
％   300.1  260.0
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損益計算書の四半期推移 

  

  （単位：百万円） 

科  目 

前第３四半期 

自19.10.１ 

至19.12.31 

前第４四半期 

自20.１.１ 

至20.３.31 

当第１四半期 

自20.４.１ 

至20.６.30 

当第２四半期 

自20.７.１ 

至20.９.30 

当第３四半期 

自20.10.１ 

至20.12.31 

当第４四半期 

自21.１.１ 

至21.３.31 

営業収益  765  496  623  441  433  351

 受入手数料  368  320  349  223  252  200

 トレーディング損益  316  109  221  164  146  121

 金融収益  80  65  52  52  35  29

金融費用  49  39  35  34  26  24

純営業収益  715  456  587  406  407  327

販売費・一般管理費  1,214  1,204  1,087  976  963  874

 取引関係費  221  200  181  172  152  143

 人件費  592  579  525  423  448  387

 不動産関係費  155  165  155  156  146  139

 事務費  193  194  173  174  168  145

 減価償却費  25  28  24  24  25  27

 租税公課  4  20  6  6  6  19

 その他  21  14  19  18  16  12

営業利益  △498  △747  △499  △569  △556  △547

営業外収益  2  2  61  5  1  2

営業外費用  0  3  0  15  5  5

経常利益  △496  △748  △438  △579  △560  △550

特別利益  －  －  428  －  50  416

特別損失  127  797  300  7  11  1,064

税引前四半期純利益  △623  △1,545  △311  △586  △521  △1,199

法人税、住民税及び事業税  1  1  1  2  1  1

過年度法人税等  －  －  －  －  －  －

法人税等調整額  －  59  △0  △0  △0  △57

四半期純利益  △624  △1,606  △312  △588  △522  △1,144
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