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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 11,695 △49.1 11,309 △49.5 △3,085 △150.1 △2,736 △141.5 △3,022 △193.4
20年3月期 22,984 15.6 22,399 15.6 6,158 39.9 6,594 37.3 3,236 10.1

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 △33.74 ― △8.2 △3.4 △26.4
20年3月期 35.76 35.70 8.2 6.1 26.8
（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 67,585 34,084 50.2 388.40
20年3月期 92,827 39,507 42.4 434.79
（参考） 自己資本  21年3月期  33,927百万円 20年3月期  39,349百万円

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 2,286 △5,436 △4,475 15,469
20年3月期 8,034 △1,751 △3,579 21,697

2.  配当の状況 

（注）22年3月期（予想）については、業績予想を開示していないため、配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 ― ― ― 10.00 10.00 905 28.0 2.3
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
当社グループの主たる事業は金融商品取引業であり、市場環境の変化により業績が大きく変動する可能性があるため、当社グループは業績予想の開示
を行っておりません。この代替として、四半期毎の業績数値がほぼ確定した時点で速報値の開示を実施いたしてまいります。 
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結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（連結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） 

（注）詳細は、21～22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 91,355,253株 20年3月期 91,355,253株
② 期末自己株式数 21年3月期 4,004,266株 20年3月期 852,958株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 11,113 △48.7 10,728 △49.1 △3,175 △158.9 △2,931 △150.8 △3,191 △224.2
20年3月期 21,648 15.2 21,065 15.1 5,392 33.9 5,777 30.8 2,570 △1.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △35.63 ―
20年3月期 28.40 28.35

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 65,244 32,281 49.5 369.56 472.8
20年3月期 90,288 37,724 41.8 416.84 524.6
（参考） 自己資本 21年3月期  32,281百万円 20年3月期  37,724百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当社グループの主たる事業は金融商品取引業であり、市場環境の変化により業績が大きく変動する可能性があるため、当社グループは業績予想の開示
を行っておりません。このため配当予想額についても開示を行わず、期末において開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
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当年度の当社グループの営業収益は116億95百万円（前年度比50.9％）、経常損失は27億36百万

円（前年度は経常利益65億94百万円）、当期純損失は30億22百万円（前年度は当期純利益32億36百

万円）になりました。 

(1)受入手数料： 受入手数料の合計は84億34百万円(前年度比45.8％)になりました。主な概況は以下

のとおりです。 

①委託手数料 

当年度の東証の一・二部の１日平均売買代金は２兆134億円(前年度比69.6％)に減少し、当社の株

式委託売買代金も１兆9,795億円(前年度比60.7％)に減少しました。その結果、当社グループの株式

委託手数料は47億58百万円(前年度比57.0％)になりました。 

②引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料 

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料のうち、株式引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料は２百万円(前年度比2.1％)、地方債、社債等の債券引受け・売出し・特

定投資家向け売付け勧誘等の手数料は13百万円(前年度比99.2％)になりました。 

③募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料 

主に投資信託の販売手数料で構成される募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

は９億31百万円(前年度比34.1％)、また、投資信託の代行手数料が中心のその他の受入手数料は26億

95百万円(前年度比37.8％)になりました。 

(2)トレーディング損益： トレーディング損益は株券等が５億25百万円(前年度比133.3％)、債券等が

８億74百万円(前年度比62.9％)、その他が９億98百万円(前年度比68.9％)で合計23億97百万円(前年

度比74.2％)になりました。 

(3)金融収支： 金融収益は８億３百万円(前年度比57.6％)、金融費用は３億85百万円(前年度比

66.0％)で差引収支は４億17百万円(前年度比51.6％)になりました。 

(4)販売費・一般管理費： 販売費・一般管理費は143億95百万円(前年度比88.6％)になりました。 

(5)特別損益： 特別利益は金融商品取引責任準備金戻入８億14百万円等により８億34百万円（前年度

の特別利益は発生なし）、特別損失は投資有価証券評価損４億30百万円及び投資有価証券売却損１億

２百万円等により５億58百万円（前年度比115.9％）で差引損益は２億75百万円（前年度の特別損益

は△４億82百万円）になりました。 

  

(1)資産の状況 

資産合計は675億85百万円と前年度に比べ252億41百万円の減少になりました。主な要因は、信用取

引貸付金が178億80百万円減少したことによるものであります。 

(2)負債の状況  

負債合計は335億１百万円と前年度に比べ198億18百万円の減少になりました。主な要因は、信用取

引借入金が63億84百万円、預り金が52億53百万円及び短期借入金が30億20百万円減少したことによる

ものであります。 

(3)純資産の状況  

純資産合計は340億84百万円と前年度に比べ54億22百万円の減少になりました。主な要因は、利益

Ⅰ. 経営成績

１． 経営成績に関する分析

２．財政状態に関する分析
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剰余金が39億58百万円減少したことによるものであります。 

(4)キャッシュ・フローの状況   

現金及び現金同等物の期末残高は154億69百万円と前年度に比べ62億28百万円の減少になりまし

た。 

①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22億86百万円の収入となり、前年度に比べて57億47百万円

の収入の減少になりました。主な理由は、信用取引資産の増減額と信用取引負債の増減額のネット

の金額が41億88百万円、顧客分別金信託の増減額が46億45百万円増加したものの、立替金及び預り

金の増減額が40億９百万円、税金等調整前当期純損失が85億74百万円増加したことによるものであ

ります。 

②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54億36百万円の支出となり、前年度に比べ36億84百万円の

支出の増加になりました。主な理由は、定期預金の払戻による収入が41億49百万円増加したもの

の、定期預金の預入による支出が81億10百万円増加したことによるものであります。 

③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44億75百万円の支出となり、前年度に比べ８億96百万円の

支出の増加になりました。主な理由は、短期借入金の純増減額が７億13百万円減少したことによる

ものであります。  

  

当社の配当に関する基本方針は、企業基盤の確立を念頭におき、企業価値の向上を踏まえた内部留

保に配慮しつつ、株主の皆様のご期待に沿えるよう毎期の業績を反映したものとする所存でありま

す。また、収益環境と株主資本の状況を総合的に勘案し、定款授権による取締役会決議によって、機

動的に自己株式を取得するなど、株主の皆様への利益還元を行ってまいります。  

 内部留保金につきましては、業務の効率化並びにお客さまに対するサービスの向上等のための情報

システムをはじめとする設備投資や社員教育等の社内体制の充実など、今後の収益確保のために充当

することにより、経営基盤の確立を図ってまいります。 

  なお、配当性向については、年間約30％を目安としておりますが当期の剰余金の配当につきまして

は、業績の向上に鋭意努めてまいりましたが、当期の業績を勘案しまして、誠に申し訳ありませんが

無配とする予定であります。また、次期の配当につきましては、今後の企業活動と財務体質の強化の

ために内部留保の充実に努めながらも投資家の皆さまのご期待に沿うべく業績を適正に反映して行う

予定であります。 

  

文中の将来に関する事項は、当年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の大幅な変動について 

当社グループの中核事業が金融商品取引業であることから、営業収益は国内外の金融商品取引市

場の変動に大きく影響を受けます。このため当社グループの財政状態及び経営成績は金融商品取引

市場の環境により大きく変動する可能性があります。 

(2) 取引の継続性が不安定であるものへの高い依存度について 

当社グループの営業収益のうち最も高い比率を占める受入手数料は、その大半が顧客の不連続か

３．利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

４．事業等のリスク
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つ不確定な金融商品取引によって発生するもので、安定的継続性が低くなっています。このため

主に金融商品取引市況によって受入手数料収益が大きく変動する可能性があります。 

(3) 営業として行うトレーディング活動について 

 当社グループの中核である当社は、日常の営業活動として金融商品取引市場における自己勘定

(トレーディング)取引を行っております。当該業務リスクについては専門部署を設置し、厳正なモ

ニタリングを行っておりますが、これにより全てのリスクを排除できるものではありません。従っ

て、株価・債券価格・金利・為替その他市場価格等の変動により、当該業務が当社グループの財政

状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 法的規制等について 

当社グループの中核である当社は、事業に関連する法令・諸規則等の法的規制を受けています。

社内には内部管理体制を堅持するための機構を設置し、関連法令・諸規則等の遵守を徹底しており

ますが、将来的に当社業務に関する法令・諸規則や実務慣行、解釈等の変更が、当社グループの財

政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(5) 自己資本規制比率について 

当社グループの中核である当社は、「金融商品取引法」及び「金融商品取引業等に関する内閣府

令」に基づき、自己資本規制比率による制限が設けられております。自己資本規制比率とは、資本

金、資本剰余金その他内閣府令で定める自己資本の額から固定資産その他内閣府令で定める控除す

べき固定資産等の額を差し引いた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の

変動その他の理由により発生し得るリスクに対応する額として内閣府令で定める額に対する比率で

あります。 

 当社の自己資本規制比率は平成21年３月末現在472.8％ですが、自己資本規制比率が120％を下回

るときは、内閣総理大臣は金融商品取引業者に対し、その業務の方法の変更を命ずることができ、

100％を下回るときは、３ヶ月以内の期間を定めて、業務の停止を命ずることができ、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は当該金融商品

取引業者の登録を取り消すことができるとされております。 

(6) 民事訴訟等に関するリスクについて 

投資家に対する勧誘行為等、日々の営業活動において、取引先との商行為上で当社側に不法行為

があった場合には、民法等に基づく損害賠償責任が発生する場合があります。当年度末現在におい

て、当社グループの事業に重要な影響を及ぼす訴訟は提起されておりませんが、将来において、重

要な訴訟等が提起された場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

(7) システムに関するリスクについて 

当社グループでは、金融商品取引に係るインターネット取引を始め、業務上さまざまなコンピュ

ータシステムを使用しております。コンピュータシステムについては、時代とともに進化を遂げて

おり、当社グループにおいても、費用対効果を考慮し、新たなシステム投資を行っております。そ

のため、当初の見込みに反し、投資コストに対する効果が思わしくなかった場合、あるいは、不具

合、外部からの不正アクセス、その他天変地異等により障害を起こした場合、その規模によって

は、当社グループ業務に重大な影響を及ぼし、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があり

ます。 
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(8) 情報セキュリティに係るリスクについて 

当社は、当社グループに属する各会社を含めた情報管理に関する社内規程を整備しております

が、将来的に不測の事態により顧客情報を含む社内重要情報が社外に不正流出した場合、当社グル

ープの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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当社グループは、当社、子会社11社及び関連会社３社から構成されており、その主たる事業は、有価証

券の売買等及び売買等の受託、有価証券の引受け及び売出し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、その

他の金融商品取引業であります。国内金融商品取引市場を中核として営業拠点を設け、投資・金融サービ

スを提供しております。 

  

 
  

(注) １ 非連結子会社はすべて持分法非適用会社であります。 

   ２ 平成20年12月31日付で、子会社２社を清算いたしました。 

  

Ⅱ. 企業集団の状況

投資・金融サービス業

(日 本)

東 洋 証 券 株 式 会 社

<その他関連業務> ＜その他関連業務＞

 (連結子会社） （非連結子会社）

 東洋キャピタル株式会社 東洋アンビシャス投資事業有限責任組合

 洋証商事株式会社 東洋ステップアップ１号投資事業有限責任組合

 東洋サプライ株式会社 ＹＴ１号投資事業有限責任組合

 東洋証券投資事業組合 ＩＴＹバリューアップ投資事業有限責任組合

 東洋証券２号投資事業組合 (持分法非適用関連会社）

 東洋証券３号投資事業組合 東洋キャピタル・ブイビー投資事業有限責任組合

投資事業有限責任組合「西京サポート１号」

ＧＴベンチャー支援・育成ファンド１号投資事業組合

（アジア）

＜金融商品取引業＞

 (連結子会社）

 東洋証券亜洲有限公司
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当社グループは、「信頼」、「付加価値」、「得意分野」を経営理念として掲げ、中核事業である

金融商品取引業を通じて、投資・金融サービスを展開し、顧客の満足度を高めるとともに、企業とし

て地域並びに社会に貢献していきたいと考えております。  

 また、当社グループとして、総合的な収益力を高める一方で、経営の効率化・合理化により利益率

の高い収益構造と企業価値の増大を目指し、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の

最重要課題として位置付けております。  

  

本年４月から平成23年度（平成24年3月期）までの3ヵ年を計画期間とする中期経営計画「Vision 

C」をスタートさせております。本計画では、業務の有効性確保と効率性の向上を目的とし、業務改

善の推進、得意分野の育成と営業基盤の再構築、人材育成に取り組んでまいります。  

（中期経営計画の重点施策）  

①内部統制の確立と業務効率化  

②「選択と集中」による営業基盤の再構築  

③人材育成と意識改革  

 営業基盤の再構築においては、「中国株」、「投資信託」の口座数および残高増等による収益構造

の改革に取り組み、収益力の安定性を高めてまいります。また、当社がこれまで培ってきた「日本

株」、「中国株」、「投資信託」などの経験を対面取引とインターネット取引の双方に活かして特色

ある営業スタイルの構築を目指します。  

 具体的な目標として①内部監査機能・コンプライアンス体制の強化②部門別採算性の見直し③営業

基盤の再構築、得意分野の育成④専門能力の習得、育成風土の醸成を掲げ取り組むものです。  

 計画初年度である本年度は、具体策について着手可能なものから実施、課題等を検証の上、実効性

を高めるための体制整備も図ってまいります。  

  

金融商品取引市場において、投資者が積極的に資産運用を行うとともに、企業が円滑に資金調達を

図るためには、金融商品取引市場が公正かつ効率的なものであることが大前提であり、証券会社は、

このような金融商品取引市場の仲介者として、重要な役割を担っております。当社は、このような証

券会社としての責務のほか、上場企業として、企業活動における意思決定と企業情報開示各々につい

て、その迅速化と透明性を高めるためコーポレート・ガバナンスの充実や一層のアカウンタビリティ

の徹底に努めてまいります。  

 当面の課題としては、中期経営計画「Vision C」に掲げる営業基盤再構築のための様々な施策の着

実な推進、お客さまに対するサービス向上、多様化するお客さまニーズに対応するための社員能力向

上のための教育に取り組んでまいります。  

 また、コーポレート・ガバナンス強化のため、常時、会社機構のあり方などを検証し、必要に応じ

て改編を行うなど、経営意思決定の迅速化と透明性向上に努めてまいります。  

Ⅲ. 経営方針

１．会社経営の基本方針

２． 中長期的な会社の経営戦略

３． 対処すべき課題
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Ⅳ．連結財務諸表

　　１．連結貸借対照表

(単位：百万円)

前年度
(平成20年３月31日)

当年度
(平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金・預金 22,784 20,204

　　預託金 20,300 14,000

　　　顧客分別金信託 20,124 13,823

　　　その他の預託金 176 176

　　トレーディング商品 1,533 2,084

　　　商品有価証券等 1,529 2,080

　　　デリバティブ取引 3 4

　　約定見返勘定 27 34

　　信用取引資産 29,342 13,086

　　　信用取引貸付金 28,630 10,750

　　　信用取引借証券担保金 712 2,336

　　立替金 1,247 482

　　短期差入保証金 516 2,702

　　短期貸付金 48 32

　　未収収益 1,187 576

　　その他の商品 1,260 1,271

　　繰延税金資産 502 -

　　その他の流動資産 192 296

　　貸倒引当金 △65 △30

　　流動資産計 78,878 54,741

　固定資産

　　有形固定資産 1,890 1,926

　　　建物（純額） 641 614

　　　器具備品（純額） 494 541

　　　土地 754 754

　　　リース資産（純額） - 16

　　無形固定資産 1,748 2,082

　　　ソフトウエア 1,631 1,963

　　　その他 116 118

　　投資その他の資産 10,310 8,834

　　　投資有価証券 7,625 5,753

　　　その他の関係会社有価証券 219 250

　　　長期貸付金 1 0

　　　長期差入保証金 1,928 2,331

　　　繰延税金資産 - 2

　　　その他 1,196 889

　　　貸倒引当金 △661 △393

　　固定資産計 13,948 12,844

　資産合計 92,827 67,585
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(単位：百万円)

前年度
(平成20年３月31日)

当年度
(平成21年３月31日)

負債の部

　流動負債

　　信用取引負債 13,188 7,734

　　　信用取引借入金 10,596 4,212

　　　信用取引貸証券受入金 2,591 3,522

　　預り金 16,345 11,092

　　　顧客からの預り金 14,757 10,165

　　　募集等受入金 162 24

　　　その他の預り金 1,425 902

　　受入保証金 6,107 4,304

　　短期借入金 11,250 8,230

　　1年内返済予定の長期借入金 300 300

　　リース債務 - 4

　　未払法人税等 2,175 39

　　繰延税金負債 138 111

　　賞与引当金 683 243

　　役員賞与引当金 54 -

　　その他の流動負債 853 630

　　流動負債計 51,096 32,690

　固定負債

　　リース債務 - 13

　　繰延税金負債 577 20

　　退職給付引当金 1 -

　　役員退職慰労引当金 268 247

　　その他の固定負債 225 195

　　固定負債計 1,073 475

　特別法上の準備金

　　証券取引責任準備金 1,149 -

　　金融商品取引責任準備金 - 334

　　特別法上の準備金計 1,149 334

　負債合計 53,320 33,501
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(単位：百万円)

前年度
(平成20年３月31日)

当年度
(平成21年３月31日)

純資産の部

　株主資本

　　資本金 13,494 13,494

　　資本剰余金 9,650 9,650

　　利益剰余金 16,233 12,274

　　自己株式 △628 △1,143

　　株主資本合計 38,750 34,276

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 1,136 233

　　為替換算調整勘定 △537 △582

　　評価・換算差額等合計 598 △349

　少数株主持分 158 156

　純資産合計 39,507 34,084

負債・純資産合計 92,827 67,585
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　２．連結損益計算書

(単位：百万円)

前年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当年度
(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 18,404 8,434

　　委託手数料 8,395 4,790

　　引受け・売出し手数料 139 -

　　引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘

　　等の手数料

　　募集・売出しの取扱手数料 2,730 -

　　募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等 - 931

　　の取扱手数料

　　その他の受入手数料 7,138 2,695

　トレーディング損益 3,233 2,397

　金融収益 1,394 803

　その他の営業収益 △48 60

　営業収益計 22,984 11,695

金融費用 584 385

純営業収益 22,399 11,309

販売費・一般管理費

　取引関係費 3,000 2,508

　人件費 7,566 6,581

　不動産関係費 2,130 2,116

　事務費 1,839 1,968

　減価償却費 691 872

　租税公課 175 106

　貸倒引当金繰入れ 567 -

　その他 270 241

　販売費・一般管理費計 16,241 14,395

営業利益又は営業損失（△） 6,158 △3,085

営業外収益

　受取家賃 145 156

　投資有価証券配当金 208 189

　生命保険配当金 3 18

　その他 129 46

　営業外収益計 488 409

営業外費用

　固定資産除却損 5 6

　投資事業組合運用損 24 33

　売買差損金 8 3

　その他 12 18

　営業外費用計 51 61

経常利益又は経常損失（△） 6,594 △2,736

- 16
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(単位：百万円)

前年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当年度
(自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日)

特別利益

　投資有価証券売却益 - 14

　金融商品取引責任準備金戻入 - 814

　貸倒引当金戻入額 - 5

　特別利益計 - 834

特別損失

　固定資産除却損 71 25

　投資有価証券売却損 - 102

　投資有価証券評価損 7 430

　ゴルフ会員権評価損 4 -

　過年度役員退職慰労引当金繰入額 191 -

　証券取引責任準備金繰入れ 208 -

　特別損失計 482 558

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前

当期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税 2,944 52

法人税等調整額 △69 507

法人税等合計 2,875 559

少数株主利益 0 1

当期純利益又は当期純損失（△） 3,236 △3,022

6,112 △2,461
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　３．連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当年度
(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 13,494 13,494

　　当期末残高 13,494 13,494

　資本剰余金

　　前期末残高 9,650 9,650

　　当期末残高 9,650 9,650

　利益剰余金

　　前期末残高 14,274 16,233

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △1,267 △905

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 3,236 △3,022

　　　自己株式の処分 △10 △30

　　　当期変動額合計 1,958 △3,958

　　当期末残高 16,233 12,274

　自己株式

　　前期末残高 △633 △628

　　当期変動額

　　　自己株式の処分 23 56

　　　自己株式の取得 △18 △572

　　　当期変動額合計 5 △515

　　当期末残高 △628 △1,143

　株主資本合計

　　前期末残高 36,786 38,750

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △1,267 △905

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 3,236 △3,022

　　　自己株式の処分 12 25

　　　自己株式の取得 △18 △572

　　　当期変動額合計 1,963 △4,474

　　当期末残高 38,750 34,276
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(単位：百万円)

前年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当年度
(自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 3,167 1,136

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,031 △903

　　　当期変動額合計 △2,031 △903

　　当期末残高 1,136 233

　為替換算調整勘定

　　前期末残高 △77 △537

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △459 △44

　　　当期変動額合計 △459 △44

　　当期末残高 △537 △582

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 3,090 598

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,491 △947

　　　当期変動額合計 △2,491 △947

　　当期末残高 598 △349

少数株主持分

　前期末残高 157 158

　当期変動額

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △1

　　当期変動額合計 0 △1

　当期末残高 158 156

純資産合計

　前期末残高 40,034 39,507

　当期変動額

　　剰余金の配当 △1,267 △905

　　当期純利益又は当期純損失（△） 3,236 △3,022

　　自己株式の処分 12 25

　　自己株式の取得 △18 △572

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,490 △948

　　当期変動額合計 △526 △5,422

　当期末残高 39,507 34,084
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　４．連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当年度
(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

　税金等調整前当期純利益 6,112 △2,461

　減価償却費 691 872

　のれん償却額 - 1

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 567 △303

　賞与引当金の増減額（△は減少） 2 △494

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 1 △1

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 268 74

　証券取引責任準備金の増減額（△は減少） 208 △1,149

　金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） - 334

　投資有価証券評価損益（△は益） 7 430

　ゴルフ会員権評価損 4 -

　有形固定資産売却損益（△は益） 0 -

　固定資産除却損 76 31

　投資有価証券売却損益（△は益） - 88

　受取利息及び受取配当金 △503 △448

　支払利息 218 165

　為替差損益（△は益） △1,448 △991

　顧客分別金信託の増減額（△は増加） 1,650 6,295

　トレーディング商品の増減額 234 △551

　信用取引資産の増減額（△は増加） 31,379 16,256

　信用取引負債の増減額（△は減少） △24,764 △5,453

　立替金及び預り金の増減額 △474 △4,483

　営業貸付金の増減額（△は増加） 10 15

　その他の商品の増減額（△は増加） 115 △128

　その他 △4,103 △3,885

　小計 10,255 4,212

　利息及び配当金の受取額 485 476

　利息の支払額 △217 △164

　法人税等の支払額 △2,488 △2,237

　営業活動によるキャッシュ・フロー 8,034 2,286
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(単位：百万円)

前年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当年度
(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

　定期預金の預入による支出 △325 △8,435

　定期預金の払戻による収入 189 4,338

　投資有価証券の取得による支出 △559 △83

　投資有価証券の売却による収入 196 28

　関係会社株式の取得による支出 △1 △84

　有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,299 △1,214

　有形及び無形固定資産の売却による収入 8 -

　貸付金の回収による収入 0 0

　その他の収入 38 14

　投資活動によるキャッシュ・フロー △1,751 △5,436

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） △2,306 △3,020

　自己株式の純増減額（△は増加） △5 △546

　配当金の支払額 △1,267 △905

　その他 - △3

　財務活動によるキャッシュ・フロー △3,579 △4,475

現金及び現金同等物に係る換算差額 990 1,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,693 △6,228

現金及び現金同等物の期首残高 18,004 21,697

現金及び現金同等物の期末残高 21,697 15,469
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該当事項はありません。 

  

  （1）連結の範囲に関する事項 

 ①連結子会社 ７社 

  連結子会社名  

    東洋証券亜洲有限公司  

    東洋キャピタル株式会社  

    洋証商事株式会社  

    東洋サプライ株式会社  

    東洋証券投資事業組合  

    東洋証券２号投資事業組合  

    東洋証券３号投資事業組合 

 ②非連結子会社 ４社 

 主要な非連結子会社名  

  東洋アンビシャス投資事業有限責任組合  

  東洋ステップアップ１号投資事業有限責任組合  

  ＩＴＹバリューアップ投資事業有限責任組合  

 なお、当年度において子会社２社を清算いたしました。  

 （連結の範囲から除いた理由）  

  非連結子会社４社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、投資収益、当期純損益及び 

 利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていない 

 ためであります。 

 （2）持分法の適用に関する事項 

 ①持分法を適用した非連結子会社  

    該当事項はありません。 

 ②持分法を適用した関連会社  

    該当事項はありません。 

 ③持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社 ７社 

   主要な非連結子会社名 

    東洋アンビシャス投資事業有限責任組合  

    東洋ステップアップ１号投資事業有限責任組合  

    ＩＴＹバリューアップ投資事業有限責任組合 

（持分法を適用しない理由）  

 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

 （3）連結子会社の決算日等に関する事項 

 連結子会社の決算日は、次のとおりであります。 

    ３月末日  ４社 

   １２月末日  ３社 

５．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

６．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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 （4）会計処理基準に関する事項 

  ①トレーディングの目的と範囲 

トレーディング業務は、顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応することと自己

の計算に基づき利益を確保すること、及び損失を減少させることを目的としております。又、そ

の範囲は(a)有価証券等の現物取引、(b)株価指数、国債証券等に係る先物取引やオプション取引

等の取引所取引の金融派生商品、(c)先物外国為替取引等の取引所取引以外の金融派生商品であ

ります。 

  ② 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 

当社におけるトレーディング商品並びに連結子会社のトレーディングに関する有価証券(売買

目的有価証券)及びデリバティブ取引等については、時価法を採用しております。 

③ 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 

トレーディング関連以外の有価証券等については、以下の評価基準及び評価方法を適用してお

ります。 

  （その他有価証券） 

   ａ．時価のあるもの 

当年度末の市場価格等に基づく時価をもって連結貸借対照表価額とし、取得原価との評価差額

を全部純資産直入する方法によっております（売却原価は移動平均法により算定しておりま

す）。 

   ｂ．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。 

 ｃ．投資事業有限責任組合等への出資 

原価法によっております。ただし、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、組合決算の損益の持分相当額を各年度の損益として計上しております。

又、組合等がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に評価差額金がある場合には、

評価差額金に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上しております。 

④ 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

（有形固定資産（リース資産を除く））  

親会社及び国内連結子会社は、以下の方法を採用しております。 

 建物（建物付属設備は除く） 

ａ．平成10年3月31日以前に取得したもの  

   旧定率法によっております。 

ｂ．平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの  

   旧定額法によっております。  

ｃ．平成19年４月１日以降に取得したもの  

   定額法によっております。 

 建物以外 

ａ．平成19年３月31日以前に取得したもの 

   旧定率法によっております。 

ｂ．平成19年４月１日以降に取得したもの  

   定率法によっております。 
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   なお、在外連結子会社は、定額法を採用しております。 

（無形固定資産（リース資産を除く）） 

定額法を採用しております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。ただし、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)に基づく定額法によっております。 

 （リース資産） 

ａ．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

  ｂ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  

 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。 

 ⑤繰延資産の処理方法 

   株式交付費……支払時に全額費用処理しております。 

 ⑥引当金の計上基準 

  ａ．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。ただ

し、在外連結子会社は個別の債権について貸倒見積額を計上しております。 

  ｂ．賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法による支払見込額を計上しておりま

す。 

  ｃ．役員賞与引当金 

役員の賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法による支払見込額を計上しております。

  ｄ．退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当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。なお、一部の連結

子会社については、簡便法を採用しております。 

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による按分額を翌年度より費用処理することとしております。 

  ｅ．役員退職慰労引当金 

役員及び執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、社内規程に基づき期末要支給額を計

上しております。  

 ⑦重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は「純資産の部」に

おける「為替換算調整勘定」に含めて計上しております。 

⑧消費税等の会計処理方法 

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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(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

  

(6) のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんについては、発生年度に一括して償却しております。 

  

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金及び当座預金、普通預金、３ヶ月以内に満期日の到来する定期預金等の随時引き出し可能

な預金からなっております。 

  

(1) 会計処理の変更 

（連結子会社の連結決算日の変更） 

従来、決算日が親会社の決算日と異なる３社については連結決算日との差異が３ヶ月以内であるた

め、当該連結子会社の事業年度の財務諸表に基づき連結決算を行っておりましたが、四半期決算が法

的に義務付けられたことを契機に、親会社決算日と連結子会社の決算日を統一して連結財務情報をよ

り適正化するため、当年度より連結子会社３社については、親会社連結決算日における仮決算による

財務諸表にて連結する方法に変更しております。  

 なお、この変更に伴う当年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響額は

軽微であります。 

（リース取引に関する会計基準等） 

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、当年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基

準適用指針第16号)を当年度から適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更

し、リース資産として計上しております。  

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法は、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。  

 なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以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取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に16百万円計上され、ま

た、これによる損益に与える影響額はありません。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

当年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対

応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、これによる当年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響額は軽微

であります。 

  

７．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
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(2) 追加情報 

（金融商品取引責任準備金） 

従来、特別法上の準備金として、旧証券取引法第51条の規定により積み立てておりました「証券取

引責任準備金」について金融商品取引法の施行に伴い、当年度より金融商品取引法第46条の５の規定

に基づく方法により積み立てた「金融商品取引責任準備金」へと変更しております。 

 この変更により、従来と同一の算定方法によった場合と比べて当年度の税金等調整前当期純損失が

559百万円減少しております。 

（金融商品取引法の改正に伴う変更） 

平成20年12月12日付で「金融商品取引法等の一部を改正する法律」及び関係政府令が施行されたこ

とに伴い、「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（日本証券業協会自主規制規則）が一部改正

されたことを受け、「引受け・売出し手数料」を「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の

手数料」に、また、「募集・売出しの取扱手数料」を「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等

の取扱手数料」にそれぞれ変更しております。 

  

 
（前年度） 

  上記のほか、以下のものを差し入れております。なお、金額は時価によっております。 

①短期借入金等の債務の担保として、信用取引受入保証金代用有価証券5,217百万円、信用取引

の自己融資見返株券6,375百万円、信用取引借入金の本担保証券10,382百万円。 

②信用取引貸証券2,533百万円。 

③先物取引証拠金の代用有価証券(顧客の直接預託に係るものを除く。)として、トレーディング商品

16百万円、投資有価証券375百万円、信用取引の自己融資見返株券307百万円。 

④金融商品取引所への長期差入保証金の代用有価証券として、トレーディング商品11百万円、投資有

価証券37百万円。 

８．連結財務諸表に関する注記事項

〔連結貸借対照表の注記〕

（前年度） （当年度）

１．非連結子会社及び関連会社に対するもの

その他の関係会社有価証券 219百万円 250百万円

（前年度） （当年度）

２．有形固定資産の減価償却累計額 1,818百万円 2,088百万円

３．（１）担保に供されている資産 （前年度） （当年度）

預金 ―百万円 2,310百万円

トレーディング商品 ―百万円 10百万円

有形固定資産 697百万円 690百万円

投資有価証券 5,013百万円 4,518百万円

計 5,711百万円 7,529百万円

    （２）担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 10,596百万円 4,212百万円

短期借入金 5,130百万円 5,130百万円

1年内返済予定の長期借入金 300百万円 300百万円

計 16,026百万円 9,642百万円
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⑤顧客分別金信託として、トレーディング商品10百万円。 

⑥証券金融会社からの借証券の担保として、投資有価証券16百万円、信用取引の自己融資見返株券54

百万円。 

⑦日本証券クリアリング機構への清算基金の代用有価証券として、信用取引の自己融資見返株券89百

万円。 

（当年度） 

 上記のほか、以下のものを差し入れております。なお、金額は時価によっております。 

①短期借入金等の債務の担保として、信用取引受入保証金代用有価証券2,152百万円、信用取引の自己

融資見返株券2,800百万円、信用取引借入金の本担保証券3,997百万円。 

②信用取引貸証券3,735百万円。 

③金融商品取引所への長期差入保証金の代用有価証券として、投資有価証券23百万円。 

④顧客分別金信託として、トレーディング商品５百万円。 

⑤証券金融会社からの借証券の担保として、投資有価証券14百万円。 

⑥日本証券クリアリング機構への取引証拠金の代用有価証券として、投資有価証券36百万円。 

  

 金融商品取引責任準備金・・・・・・金融商品取引法第46条の５ 

  

５．当座貸越契約及び貸出コミットメント 

当社及び連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は運転資金の効率的な調達を行うため、当社は取

引銀行12行及び取引銀行６行からなる協調融資団とそれぞれ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、連結子会社（東洋証券亜洲有限公司）は取引銀行１行と当座貸越契約を締結

しております。  

 当年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおり

であります。 

４．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項

（前年度） （当年度）

 当座貸越極度額及び貸出

 コミットメントの総額 25,269百万円 25,106百万円

 借入実行残高 2,720百万円 4,200百万円
差引額 22,549百万円 20,906百万円
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加37,654株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 ストック・オプションの行使による減少30,000株 

 単元未満株式の買増し請求による減少1,373株 

  

 該当事項はありません。 

  

 
（注）１株当たり配当額には創業90周年記念配当5円を含んでおります。 

  

 
  

 
  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 取締役会の決議による自己株式の取得による増加3,100,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加139,509株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増し請求による減少88,201株 

  

 該当事項はありません。 

〔連結株主資本等変動計算書の注記〕

（前年度）

１．発行済株式に関する事項 （単位：株）

株式の種類 前年度末 増加 減少 当年度末

普通株式 91,355,253 ― ― 91,355,253

２．自己株式に関する事項 （単位：株）

株式の種類 前年度末 増加 減少 当年度末

普通株式 846,677 37,654 31,373 852,958

３．新株予約権等に関する事項

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月17日 
取締役会

普通株式 1,267 14 平成19年３月31日 平成19年５月25日

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

決議 株式の種類 配当の原資
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20年５月19日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 905 10 平成20年３月31日 平成20年５月26日

（当年度）

１．発行済株式に関する事項 （単位：株）

株式の種類 前年度末 増加 減少 当年度末

普通株式 91,355,253 － － 91,355,253

２．自己株式に関する事項 （単位：株）

株式の種類 前年度末 増加 減少 当年度末

普通株式 852,958 3,239,509 88,201 4,004,266

３．新株予約権等に関する事項
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該当事項はありません。 
  

  

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
  
  

前年度、当年度における当社グループは、①有価証券の売買等、②有価証券の売買等の委託の媒

介、③有価証券の引受け及び売出し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取

扱いなどの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融そ

の他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。従

って、当社グループの事業区分は、いずれも「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメント

に属しているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前年度、当年度については、全セグメントの営業収益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計

額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。 

  

前年度、当年度については、海外営業収益が、いずれも連結営業収益の10％未満のため、海外売上

高（営業収益）の記載を省略しております。 

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月19日 
取締役会

普通株式 905 10 平成20年３月31日 平成20年５月26日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

〔連結キャッシュ・フロー計算書の注記〕

（前年度） （当年度）

現金・預金（連結対照表計上額） 22,784百万円 20,204百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 △1,086百万円 △4,735百万円

現金及び現金同等物 21,697百万円 15,469百万円

〔セグメント情報〕

１．事業の種類別セグメント情報

２．所在地別セグメント情報

３．海外売上高（営業収益）
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１．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 

（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 

 
  

（２）未経過リース料期末残高相当額 

 
  

 
  

（４）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

①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。  

②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。 

  

 
  

前年度及び当年度のいずれにおいても該当事項はありません。 

〔リース取引関係〕

（単位：百万円）
前年度 当年度

器具備品 ソフトウェア 合計 器具備品 合計

取得価額相当額 306 71 378 268 268

減価償却累計額相当額 170 65 236 187 187

期末残高相当額 135 5 141 80 80

（単位：百万円）
前年度 当年度

１年内 65 50
１年超 82 32
合計 147 82

 （３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（単位：百万円）
前年度 当年度

支払リース料 80 82
減価償却費相当額 74 66
支払利息相当額  5  1

２．オペレーティング・リース取引

    未経過リース料 (単位：百万円)
前年度 当年度

１ 年 内 0 0

１ 年 超 0 0

合   計 1 1

〔関連当事者との取引〕
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〔税効果会計関係〕

前年度 
(平成20年３月31日現在)

当年度
(平成21年３月31日現在)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

繰延税金資産

 証券取引責任準備金 467百万円

 特定外国子会社留保金額 438

 賞与引当金 278

 貸倒引当金 261

 事業税 171

 繰越欠損金未控除額 170

 有価証券評価減 127

 役員退職慰労引当金 109

 その他 191

繰延税金資産小計 2,215

評価性引当額 △1,705

繰延税金資産合計 510

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △723

繰延税金負債合計 △723

繰延税金負債の純額 △213

  (注) 当年度における繰延税金負債の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれております。

 流動資産―繰延税金資産 502百万円

 固定資産―繰延税金資産 ―

 流動負債―繰延税金負債 △138

 固定負債―繰延税金負債 △577

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金未控除額 1,733百万円

特定外国子会社留保金額 714

貸倒引当金 156

有価証券評価損 141    

金融商品取引責任準備金 136

役員退職慰労引当金 100

賞与引当金 99

その他 110

繰延税金資産小計 3,192

評価性引当額 △3,189

繰延税金資産合計 2

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △131

繰延税金負債合計 △131

繰延税金負債の純額 △128

  (注) 当年度における繰延税金負債の純額は、連結貸

借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産―繰延税金資産 ― 百万円

固定資産―繰延税金資産 2

流動負債―繰延税金負債 △111

固定負債―繰延税金負債 △20

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

 (調整)

 繰延税金資産を計上 
 しなかった一時差異等

6.7

 交際費等永久に損金 
 に算入されない項目

1.2

 受取配当等永久に益金に 
 算入されない項目

△0.6

 住民税均等割 0.5

 その他 △1.5

税効果会計適用後 
の法人税等の負担率

47.0

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

(調整)

繰延税金資産を計上
 しなかった一時差異等

△65.1

交際費等永久に損金
 に算入されない項目

△0.7

受取配当等永久に益金に
 算入されない項目

1.7

住民税均等割 △1.4

その他 2.1

税効果会計適用後
の法人税等の負担率

△22.7

（追加情報）

平成20年４月30日に「地方法人特別税等に関す

る暫定措置法」(平成20年法律第25条)が公布され

たため、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に

使用する法定実効税率が変更されております。 

 なお、この変更による当年度の連結貸借対照表

に与える影響額は軽微であります。
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 前年度及び当年度のいずれにおいても該当事項はありません。 
  

 
  

〔有価証券関係〕

１．売買目的有価証券(商品有価証券等)の時価

（単位：百万円）

種類

前年度 当年度

資産 負債 資産 負債

連結貸借 
対照表 
計上額

評価差額
連結貸借
対照表 
計上額

評価差額
連結貸借
対照表 
計上額

評価差額
連結貸借 
対照表 
計上額

評価差額

株券 35 △27 ― ― 24 △38 ― ―

債券 1,492 19 ― ― 2,054 33 ― ―

受益証券 1 △0 ― ― 1 △0 ― ―

合計 1,529 △7 ― ― 2,080 △4 ― ―

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

３．その他有価証券で時価のあるもの

（単位：百万円）

種類

前年度 当年度

取得原価
連結貸借対
照表計上額

差額 取得原価
連結貸借対
照表計上額

差額

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

 流動資産に属するもの

  株式 72 503 430 59 382 323

 固定資産に属するもの

  株式 2,666 4,747 2,080 1,297 2,308 1,010

小計 2,739 5,250 2,510 1,356 2,691 1,334

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの

 流動資産に属するもの

  株式 61 56 △4 57 37 △20

 固定資産に属するもの

  株式 2,633 1,987 △645 3,645 2,694 △951

小計 2,695 2,044 △650 3,703 2,731 △972

合計 5,434 7,294 1,860 5,060 5,422 362
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前年度及び当年度のいずれにおいても該当事項はありません。 

  
  

 
  

 
(注)１ 上記の連結貸借対照表計上額には投資事業有限責任組合等の評価差額金に対する持分相当額(前年度△０百万

円、当年度△５百万円)が含まれております。 

    ２ 上記の「固定資産に属するもの」の「その他」には「その他の関係会社有価証券」が前年度219百万円、当年

度250百万円が含まれております。   

  

 前年度及び当年度のいずれにおいても該当事項はありません。 

  

 
(注) 上記に含まれる「その他の関係会社有価証券」は、以下のとおりであります。 

 
  

 
(注) 上記に含まれる「その他の関係会社有価証券」は、以下のとおりであります。 

 
  

４．当年度中に売却した満期保有目的の債券

５．当年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

前年度 当年度

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

113 57 13 109 73 118

６．時価評価されていない有価証券

（単位：百万円）

種類
前年度 当年度

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額

その他有価証券 1,810 1,852

流動資産に属するもの 700 851

 株式 601 723

 債券 40 40

 その他 58 87

固定資産に属するもの 1,110 1,000

 株式 742 623

 その他 367 377

７．当年度中の保有目的の変更

８．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連結決算日後における償還予定額

（前年度） （単位：百万円）

種 類 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

その他 11 135 227 ―

種類 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

その他の関係会社 
有価証券

4 129 85 ―

（当年度） （単位：百万円）

種 類 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

その他 0 143 268 ―

種類 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

その他の関係会社 
有価証券

0 137 111 ―
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デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 
(注) 時価等の算定方法 

為替予約取引 ・・・ 連結貸借対照表日の先物為替相場 

  

  

〔デリバティブ取引関係〕

 通貨関連 （単位：百万円）

区分 種   類

前年度 当年度

契約額等

時価 評価
損益

契約額等

時価 評価
損益うち

１年超
うち 
1年超

市 
場 
取 
引 
以 
外 
の 
取 
引

為替予約取引

（売建）

 米ドル 170 － 172 △2 117 － 117 0

オーストラリアドル 152 － 153 △0 56 － 55 0

 香港ドル 422 － 422 △0 293 － 290 2

  ユーロ 0 － 0 △0 0 － 0 △0

 英ポンド 0 － 0 △0 － － － －

（買建）

 米ドル 18 － 18 0 18 － 18 0

オーストラリアドル 56 － 57 0 4 － 4 △0

 香港ドル 320 － 326 5 389 － 390 0

  英ポンド 0 － 0 0 － － － －

 タイバーツ － － － － 0 － 0 0

合計 － － － 3 － － － 4
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当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金と退職一時金のいずれか一方の選択制度を設けてお

ります。また、一部の国内連結子会社においては、退職一時金制度を設けております。 

  

  

 
  

 
  

 
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による按分額を費用処理する方法。  

ただし、翌年度から費用処理することとしております。 

〔退職給付関係〕

１．企業の採用する退職給付制度

２．退職給付債務に関する事項

(前年度) (当年度)

① 退職給付債務 △3,859百万円 △4,144百万円

② 年金資産 3,370百万円 2,748百万円

③  小計(①＋②) △489百万円 △1,395百万円

④ 未認識数理計算上の差異 726百万円 1,556百万円

⑤  合計(③＋④) 236百万円 161百万円

⑥ 前払年金費用 238百万円 161百万円

⑦ 退職給付引当金(⑤－⑥) △1百万円 －百万円

３．退職給付費用に関する事項

(前年度) (当年度)

① 勤務費用         216百万円 247百万円

② 利息費用 52百万円 57百万円

③ 期待運用収益 △196百万円 △67百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 △64百万円 45百万円

⑤ 退職給付費用(①＋②＋③＋④) 7百万円 283百万円

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（前年度） （当年度）

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

② 割引率 1.5% 1.5%

③ 期待運用収益率 5.0% 2.0%

④ 過去勤務債務の額の処理年数

   発生年度に一括して費用処理しております。

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 5年 5年

東洋証券㈱　(8614)　平成21年3月期　決算短信

31



 
  

 
  

 
  

〔ストック・オプション等〕

  （前年度）

・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

会社名 提出会社

決議年月日 平成12年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役11名、当社従業員等833名

株式の種類及び付与数 普通株式 2,775,000株

付与日 平成12年８月２日

権利確定条件

平成12年6月29日第78期定時株主総会終結時に在任する取締役、在職す
る当社「従業員就業規則」に定める従業員（新入社員を除く）、「相談
役に関する規定」に定める相談役、「顧問及び参与に関する規定」に定
める顧問、「嘱託及び傭員に関する規定」に定める嘱託、傭員及び同総
会締結時に当社と投信債券歩合外務員契約または外務員契約を締結して
いるものに対して付与する。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間 平成14年６月29日から平成22年６月28日まで

２． ストック・オプションの規模及びその変動状況

 ① ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成12年６月29日

権利確定後

 期首 1,272,000株

 権利確定 ―

 権利行使 30,000株

 失効 ―

 未行使残 1,242,000株

 ② 単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成12年６月29日

権利行使価格 394円

行使時平均株価 496円

付与日における公正な評価単価 ―
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前年度及び当年度のいずれにおいても該当事項はありません。 

  （当年度）

・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

会社名 提出会社

決議年月日 平成12年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役11名、当社従業員等833名

株式の種類及び付与数 普通株式 2,775,000株

付与日 平成12年８月２日

権利確定条件

平成12年6月29日第78期定時株主総会終結時に在任する取締役、在職す
る当社「従業員就業規則」に定める従業員（新入社員を除く）、「相談
役に関する規定」に定める相談役、「顧問及び参与に関する規定」に定
める顧問、「嘱託及び傭員に関する規定」に定める嘱託、傭員及び同総
会締結時に当社と投信債券歩合外務員契約または外務員契約を締結して
いるものに対して付与する。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間 平成14年６月29日から平成22年６月28日まで

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

 ① ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 平成12年６月29日

権利確定後

 期首 1,242,000株

 権利確定 ―

 権利行使 ―

 失効 ―

 未行使残 1,242,000株

 ② 単価情報

会社名 提出会社

決議年月日 平成12年６月29日

権利行使価格 394円

行使時平均株価 ―

付与日における公正な評価単価 ―

〔企業結合等〕
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

前年度及び当年度のいずれにおいても該当事項はありません。 

〔１株当たり情報〕

前年度 当年度

１株当たり純資産額 434.79円 １株当たり純資産額 388.40円

１株当たり当期純利益 35.76円 １株当たり当期純損失（△） △33.74円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

35.70円

 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

― 円

項目 前年度 当年度

連結貸借対照表の純資産の部の 
合計額

(百万円) 39,507 34,084

純資産の部の合計額から 
控除する金額

(百万円) 158 156

 (うち少数株主持分) (百万円) (158) (156)

普通株式に係る純資産額 (百万円) 39,349 33,927

普通株式の発行済株式総数 (株) 91,355,253 91,355,253

普通株式の自己株式数 (株) 852,958 4,004,266

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

(株) 90,502,295 87,350,987

項目 前年度 当年度

１株当たり当期純利益又は 
１株当たり当期純損失（△）

 当期純利益又は 
 当期純損失（△）

(百万円) 3,236 △3,022

 普通株式に係る当期純利益又は 
 当期純損失（△）

(百万円) 3,236 △3,022

 普通株式の期中平均株式数 (株) 90,506,424 89,569,692

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 普通株式増加数 (株) 163,788 ―

 (うち新株予約権) (株) (163,788) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 ―――――――――――――  ―――――――――――――

〔重要な後発事象〕
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平成21年３月 連結決算資料

１．受入手数料

  (1) 科目別内訳

 （単位：百万円）

前年度 当年度 前年度比

委託手数料 8,395 4,790 57.1 ％

（ 株   券 ） ( 8,346 ) ( 4,758 ) ( 57.0 )

（ 債   券 ） ( 4 ) ( 3 ) ( 79.8 )
引受け・売出し・特定投資家向け売
付け勧誘等の手数料 139 16 11.8

（ 株   券 ） ( 125 ) ( 2 ) ( 2.1 )

（ 債   券 ） ( 13 ) ( 13 ) ( 99.2 )
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧
誘等の取扱手数料

2,730 931 34.1

その他の受入手数料 7,138 2,695 37.8

合   計 18,404 8,434 45.8

  (2)商品別内訳

 （単位：百万円）

前年度 当年度 前年度比

株             券 8,682 4,927 56.8 ％

債             券 35 31 88.4

受   益   証   券 9,139 3,097 33.9

そ      の     他 547 378 69.1

合   計 18,404 8,434 45.8

２．トレーディング損益

（単位：百万円）

前年度 当年度 前年度比

株     券     等 394 525 133.3 ％

債     券     等 1,389 874 62.9

そ     の     他 1,449 998 68.9

合   計 3,233 2,397 74.2

東洋証券㈱　(8614)　平成21年3月期　決算短信

35



連結損益計算書の四半期推移 

 

（ご参考）

（単位：百万円）

科  目

前年第4四半期 当該第1四半期 当該第2四半期 当該第3四半期 当該第4四半期

20. 1. 1 20. 4. 1 20. 7. 1 20.10. 1 21. 1. 1

20. 3.31 20. 6.30 20. 9.30 20.12.31 21. 3.31

営業収益 3,641 4,039 3,063 2,502 2,089

  受入手数料 2,876 3,016 2,052 1,887 1,478

    委託手数料 1,369 1,674 1,020 1,175 920

    引受け・売出し手数料 11 － － － －

    引受け・売出し・特定投資家 － 4 7 2 2    向け売付け手数料

    募集・売出しの取扱手数料 319 － － － －

    募集・売出し・特定投資家向 － 379 202 219 129    け売付け手数料

    その他の受入手数料 1,176 958 822 488 425

  トレーディング損益 538 840 698 403 455

  金融収益 265 200 277 176 149

  その他の営業収益 △38 △ 17 35 36 6

金融費用 110 87 109 100 88

純営業収益 3,531 3,951 2,954 2,402 2,001

  販売費・一般管理費 3,805 3,934 3,574 3,482 3,446

    取引関係費 757 698 657 601 551

    人件費 1,654 1,840 1,616 1,572 1,551

    不動産関係費 533 542 516 516 540

    事務費 571 488 482 490 507

    減価償却費 189 204 214 218 235

    租税公課 33 42 27 25 10

    貸倒引当金繰入れ 2 42 － － －

    その他 63 75 59 58 47

営業利益又は営業損失（△） △274 17 △ 620 △ 1,080 △ 1,445

営業外収益 67 174 66 125 51

営業外費用 33 7 8 3 48

経常利益又は経常損失（△） △239 184 △ 562 △ 958 △ 1,442

特別利益 － 814 11 36 13

  投資有価証券売却益 － － － 14 －

  金融商品取引責任準備金戻入 － 814 － － －

  貸倒引当金戻入額 － － 11 22 13

特別損失 86 151 131 252 23

 固定資産除却損 48 1 1 6 16

 投資有価証券売却損 － － － 99 2

 投資有価証券評価損 1 149 129 146 4

  ゴルフ会員権評価損 0 － － － －

 証券取引責任準備金繰入れ 35 － － － －

税金等調整前四半期純利益又は 
税金等調整前四半期純損失（△） △326 847 △ 681 △ 1,174 △ 1,453

法人税、住民税及び事業税 81 18 11 11 11

法人税等調整額 △136 352 158 － △ 3

少数株主利益又は 
少数株主損失（△） 9 1 △ 3 5 △ 3

四半期純利益又は 
四半期純損失（△） △280 475 △ 848 △ 1,191 △ 1,458
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Ⅴ．個別財務諸表

　　１．貸借対照表

(単位：百万円)

前期
(平成20年３月31日)

当期
(平成21年３月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金・預金 19,213 16,842

　　預託金 19,824 13,646

　　　顧客分別金信託 19,648 13,469

　　　その他の預託金 176 176

　　トレーディング商品 1,533 2,084

　　　商品有価証券等 1,529 2,080

　　　デリバティブ取引 3 4

　　約定見返勘定 22 25

　　信用取引資産 29,338 13,082

　　　信用取引貸付金 28,626 10,746

　　　信用取引借証券担保金 712 2,336

　　立替金 1,246 469

　　　顧客への立替金 46 7

　　　その他の立替金 1,200 461

　　短期差入保証金 502 2,702

　　　信用取引差入保証金 - 500

　　　先物取引差入証拠金 502 2,202

　　短期貸付金 48 32

　　前払金 1 1

　　前払費用 150 132

　　未収入金 2 120

　　未収収益 1,174 565

　　繰延税金資産 502 -

　　その他の流動資産 23 20

　　貸倒引当金 △65 △30

　　流動資産計 73,519 49,695

　固定資産

　　有形固定資産 1,890 1,929

　　　建物（純額） 640 613

　　　器具備品（純額） 495 545

　　　土地 754 754

　　　リース資産（純額） - 16

　　無形固定資産 1,727 2,064

　　　借家権 6 9

　　　借地権 59 59

　　　電話加入権 38 38

　　　ソフトウエア 1,622 1,957

　　投資その他の資産 13,150 11,554

　　　投資有価証券 7,612 5,740

　　　関係会社株式 1,819 1,822

　　　その他の関係会社有価証券 704 715

　　　長期貸付金 1 0

　　　関係会社長期貸付金 970 879

　　　長期差入保証金 1,904 2,294

　　　長期立替金 666 403
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(単位：百万円)

前期
(平成20年３月31日)

当期
(平成21年３月31日)

　　　長期前払費用 241 166

　　　その他 283 314

　　　貸倒引当金 △1,052 △782

　　固定資産計 16,768 15,548

　資産合計 90,288 65,244

負債の部

　流動負債

　　信用取引負債 13,188 7,734

　　　信用取引借入金 10,596 4,212

　　　信用取引貸証券受入金 2,591 3,522

　　預り金 15,867 10,737

　　　顧客からの預り金 14,279 9,810

　　　募集等受入金 162 24

　　　その他の預り金 1,425 902

　　受入保証金 6,107 4,304

　　　信用取引受入保証金 5,582 3,817

　　　先物取引受入証拠金 236 383

　　　その他の受入保証金 287 103

　　有価証券等受入未了勘定 0 -

　　短期借入金 11,230 8,230

　　1年内返済予定の長期借入金 300 300

　　リース債務 - 4

　　前受収益 21 17

　　未払金 396 220

　　未払費用 398 351

　　未払法人税等 2,119 37

　　賞与引当金 680 240

　　役員賞与引当金 54 -

　　流動負債計 50,362 32,177

　固定負債

　　リース債務 - 13

　　繰延税金負債 577 20

　　役員退職慰労引当金 248 222

　　その他の固定負債 224 194

　　固定負債計 1,051 450

　特別法上の準備金

　　証券取引責任準備金 1,149 -

　　金融商品取引責任準備金 - 334

　　特別法上の準備金計 1,149 334

　負債合計 52,563 32,963
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(単位：百万円)

前期
(平成20年３月31日)

当期
(平成21年３月31日)

純資産の部

　株主資本

　　資本金 13,494 13,494

　　資本剰余金

　　　資本準備金 9,650 9,650

　　　資本剰余金合計 9,650 9,650

　　利益剰余金

　　　その他利益剰余金

　　　　別途積立金 9,000 9,000

　　　　繰越利益剰余金 5,377 1,250

　　　利益剰余金合計 14,377 10,250

　　自己株式 △628 △1,143

　　株主資本合計 36,894 32,251

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 829 29

　　評価・換算差額等合計 829 29

　純資産合計 37,724 32,281

負債・純資産合計 90,288 65,244
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２．損益計算書

(単位：百万円)

前期
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当期
(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 17,146 7,963

　　委託手数料 7,209 4,382

　　引受け・売出し手数料 139 -

　　引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘

　　等の手数料

　　募集・売出しの取扱手数料 2,730 -

　　募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等 - 931

　　の取扱手数料

　　その他の受入手数料 7,067 2,632

　トレーディング損益 3,224 2,398

　金融収益 1,276 751

　その他の営業収益 0 0

　営業収益計 21,648 11,113

金融費用 582 385

純営業収益 21,065 10,728

販売費・一般管理費

　取引関係費 2,701 2,319

　人件費 7,339 6,358

　不動産関係費 2,090 2,049

　事務費 1,863 1,971

　減価償却費 681 867

　租税公課 170 111

　貸倒引当金繰入れ 567 -

　その他 258 224

　販売費・一般管理費計 15,672 13,903

営業利益又は営業損失（△） 5,392 △3,175

営業外収益

　受取家賃 144 156

　投資有価証券配当金 208 189

　生命保険配当金 3 18

　投資事業組合運用益 5 2

　その他 119 54

　営業外収益計 482 421

営業外費用

　固定資産除却損 5 5

　投資事業組合運用損 71 155

　売買差損金 8 3

　その他 11 13

　営業外費用計 97 178

経常利益又は経常損失（△） 5,777 △2,931

- 16
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(単位：百万円)

前期
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当期
(自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日)

特別利益

　投資有価証券売却益 - 14

　貸倒引当金戻入額 12 26

　金融商品取引責任準備金戻入 - 814

　特別利益計 12 855

特別損失

　固定資産除却損 71 25

　投資有価証券売却損 - 102

　投資有価証券評価損 6 429

　関係会社株式評価損 0 -

　ゴルフ会員権評価損 4 -

　過年度役員退職慰労引当金繰入額 175 -

　貸倒引当金繰入額 18 19

　証券取引責任準備金繰入れ 208 -

　特別損失計 483 577

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 5,305 △2,654

法人税、住民税及び事業税 2,798 34

法人税等調整額 △63 502

法人税等合計 2,735 537

当期純利益又は当期純損失（△） 2,570 △3,191
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３．株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前期
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当期
(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 13,494 13,494

　　当期末残高 13,494 13,494

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 9,650 9,650

　　　当期末残高 9,650 9,650

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高 9,650 9,650

　　　当期末残高 9,650 9,650

　利益剰余金

　　その他利益剰余金

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 9,000 9,000

　　　　当期末残高 9,000 9,000

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 4,085 5,377

　　　　当期変動額

　　　　　剰余金の配当 △1,267 △905

　　　　　当期純利益又は当期純損失（△） 2,570 △3,191

　　　　　自己株式の処分 △10 △30

　　　　　当期変動額合計 1,292 △4,127

　　　　当期末残高 5,377 1,250

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 13,085 14,377

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △1,267 △905

　　　　当期純利益又は当期純損失（△） 2,570 △3,191

　　　　自己株式の処分 △10 △30

　　　　当期変動額合計 1,292 △4,127

　　　当期末残高 14,377 10,250

　自己株式

　　前期末残高 △633 △628

　　当期変動額

　　　自己株式の処分 23 56

　　　自己株式の取得 △18 △572

　　　当期変動額合計 5 △515

　　当期末残高 △628 △1,143
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(単位：百万円)

前期
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当期
(自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日)

　株主資本合計

　　前期末残高 35,597 36,894

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △1,267 △905

　　　当期純利益又は当期純損失（△） 2,570 △3,191

　　　自己株式の処分 12 25

　　　自己株式の取得 △18 △572

　　　当期変動額合計 1,297 △4,642

　　当期末残高 36,894 32,251

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 3,124 829

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,294 △800

　　　当期変動額合計 △2,294 △800

　　当期末残高 829 29

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 3,124 829

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,294 △800

　　　当期変動額合計 △2,294 △800

　　当期末残高 829 29

純資産合計

　前期末残高 38,721 37,724

　当期変動額

　　剰余金の配当 △1,267 △905

　　当期純利益又は当期純損失（△） 2,570 △3,191

　　自己株式の処分 12 25

　　自己株式の取得 △18 △572

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,294 △800

　　当期変動額合計 △997 △5,443

　当期末残高 37,724 32,281
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 該当事項はありません。 

  

(1)トレーディングの目的と範囲 

トレーディング業務は、顧客との取引により顧客の資産運用等のニーズに対応することと自己の

計算に基づき利益を確保すること、及び損失を減少させることを目的としております。また、その

範囲は①有価証券等の現物取引、②株価指数、国債証券等に係る先物取引やオプション取引等の取

引所取引の金融派生商品、③先物外国為替取引等の取引所取引以外の金融派生商品であります。 

  

(2)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については、時価法を採用しております。 

  

(3)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  

トレーディング関連以外の有価証券等については、以下の評価基準及び評価方法を適用しており

ます。 

①子会社株式 

 移動平均法による原価法によっております。  

②その他有価証券  

ａ．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（売却原価は移動平均法により算定しております）。  

ｂ．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。 

ｃ．投資事業有限責任組合等への出資  

原価法によっております。ただし、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、組合決算の損益の持分相当額を各期の損益として計上しております。また、組

合等がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に評価差額金がある場合には、評価差額

金に対する持分相当額をその他有価証券評価差額金に計上しております。 

  

(4)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） 

建物（建物付属設備は除く） 

ａ.平成10年3月31日以前に取得したもの  

 旧定率法によっております。 

ｂ.平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの 

 旧定額法によっております。 

ｃ.平成19年4月１日以降に取得したもの  

 定額法によっております。 

建物以外 

ａ.平成19年3月31日以前に取得したもの  

 旧定率法によっております。 

４．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

５．重要な会計方針
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ｂ.平成19年4月1日以降に取得したもの 

 定率法によっております。 

②リース資産 

 ａ．所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

 ｂ．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  

 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。 

③無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。ただし、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。  

④長期前払費用 

定額法を採用しております。なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

  

(5)繰延資産の処理方法 

   株式交付費・・・・・・支払時に全額費用処理しております。 

  

(6)引当金及び特別法上の準備金の計上基準 

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。 

従業員の賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法による支払見込額を計上しております。

役員の賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法による支払見込額を計上しております。 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

期末において発生していると認められる額を計上しております。  

 数理計算上の差異については、各会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による按分額を翌期より費用処理することとしております。  

役員及び執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、社内規程に基づき当期末要支給額を計上し

ております。 

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に基づき「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ております。 

  

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。 

  

①貸倒引当金

②賞与引当金

③役員賞与引当金

④退職給付引当金

⑤役員退職慰労引当金

⑥金融商品取引責任準備金

(7)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
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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。 

  

(1) 会計処理の変更 

（リース取引に係る会計基準等） 

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、当期より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５

年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準

適用指針第16号)を当年度から適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、

リース資産として計上しております。  

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以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取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。  

  

(2) 追加情報 

（金融商品取引責任準備金） 

従来、特別法上の準備金として、旧証券取引法第51条の規定により積み立てておりました「証券取

引責任準備金」について金融商品取引法の施行に伴い、当期より金融商品取引法第46条の５の規定に

基づく方法により積み立てた「金融商品取引責任準備金」へと変更しております。 

 この変更により、従来と同一の算定方法によった場合と比べて当期の税引前当期純損失が559百万

円減少しております。 

（金融商品取引法の改正に伴う変更） 

平成20年12月12日付けで「金融商品取引法等の一部を改正する法律」及び関係政府令が施行された

ことに伴い、「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（日本証券業協会自主規制規則）が一部改

正されたことを受け、「引受け・売出し手数料」を「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等

の手数料」に、また、「募集・売出しの取扱手数料」を「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘

等の取扱手数料」にそれぞれ変更しております。 

  

(8)消費税等の会計処理方法

６．重要な会計方針の変更
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（前期） 

  上記のほか、以下のものを差し入れております。なお、金額は時価によっております。 

①短期借入金等の債務の担保として、信用取引受入保証金代用有価証券5,217百万円、信用取引の自己

融資見返株券6,375百万円、信用取引借入金の本担保証券10,382百万円。 

②信用取引貸証券2,533百万円。 

③先物取引証拠金の代用有価証券(顧客の直接預託に係るものを除く。)として、トレーディング商品

16百万円、投資有価証券375百万円、信用取引の自己融資見返株券307百万円。 

④金融商品取引所への長期差入保証金の代用有価証券として、トレーディング商品11百万円、投資有

価証券37百万円。 

⑤顧客分別金信託として、トレーディング商品10百万円。 

⑥証券金融会社からの借証券の担保として、投資有価証券16百万円、信用取引の自己融資見返株券54

百万円。 

⑦日本証券クリアリング機構への清算基金の代用有価証券として、信用取引の自己融資返株券89百万

円。 

（当期） 

 上記のほか、以下のものを差し入れております。なお、金額は時価によっております。 

①短期借入金等の債務の担保として、信用取引受入保証金代用有価証券2,152百万円、信用取引   

  の自己融資見返株券2,800百万円、信用取引借入金の本担保証券3,997百万円。 

②信用取引貸証券3,735百万円。 

③金融商品取引所への長期差入保証金の代用有価証券として、投資有価証券23百万円。 

④顧客分別金信託として、トレーディング商品5百万円。 

⑤証券金融会社からの借証券の担保として、投資有価証券14百万円。 

⑥日本証券クリアリング機構への取引証拠金の代用有価証券として、投資有価証券36百万円。 

  

金融商品取引責任準備金・・・・・・金融商品取引法第46条の５ 

７．個別財務諸表に関する注記事項

〔貸借対照表関係〕

（前期） （当期）

１．有形固定資産の減価償却累計額 1,784百万円 2,057百万円

２．（１）担保に供されている資産 （前期） （当期）

預金 ― 百万円 2,310百万円

トレーディング商品 ― 百万円 10百万円

有形固定資産 697百万円 690百万円

投資有価証券 5,013百万円 4,518百万円

計 5,711百万円 7,529百万円

    （２）担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 10,596百万円 4,212百万円

短期借入金 5,130百万円 5,130百万円

1年内返済予定の長期借入金 300百万円 300百万円

計 16,026百万円 9,642百万円

３．特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項
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４．当座貸越契約及び貸出コミットメント 

運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約、取引銀行6行からなる協調融

資団と貸出コミットメント契約をそれぞれ締結しております。  

当期末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであ

ります。  

 

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加37,654株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 ストック・オプションの行使による減少30,000株 

 単元未満株式の買増し請求による減少1,373株 

  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 取締役会の決議による自己株式の取得による増加3,100,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加139,509株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増し請求による減少88,201株 
  

  
  

  

（前期） （当期）

 当座貸越極度額及び貸出

 コミットメントの総額 24,600百万円 24,600百万円

 借入実行残高 2,700百万円 4,200百万円
差引額 21,900百万円 20,400百万円

〔株主資本等変動計算書の注記〕

（前期）

・自己株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末

普通株式 846,677 37,654 31,373 852,958

（当期）

・自己株式に関する事項

（単位：株）

株式の種類 前期末 増加 減少 当期末

普通株式 852,958 3,239,509 88,201 4,004,266
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１．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 

（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 

 
  

（２）未経過リース料期末残高相当額 

 
  

 
  

（４）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

①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。  

②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。 

  

 
  

  

〔リース取引〕

（単位：百万円）
前期 当期

器具備品 ソフトウェア 合計 器具備品 合計

取得価額相当額 306 71 378 268 268

減価償却累計額相当額 170 65 236 187 187

期末残高相当額 135 5 141 80 80

（単位：百万円）
前期 当期

１年内 65 50
１年超 82 32
合計 147 82

（３）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（単位：百万円）
前期 当期

支払リース料 80 82
減価償却費相当額 74 66
支払利息相当額 5 1

２．オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 (単位：百万円)
前期 当期

１ 年 内 0 0

１ 年 超 0 0

合   計 1 1
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〔税効果会計関係〕

前期 当期

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

 繰延税金資産

  証券取引責任準備金 467百万円

  特定外国子会社留保金額 438

  貸倒引当金 421

  賞与引当金 276

  事業税 171

  役員退職慰労引当金 101

  その他 229

 繰延税金資産小計 2,105
 評価性引当額 △1,602

 繰延税金資産合計 502
 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △577

 繰延税金負債合計 △577

 繰延税金負債の純額 △74  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

繰延税金資産

 繰越欠損金 1,598百万円

 特定外国子会社留保金額 714

 貸倒引当金 316

 金融商品取引責任準備金 136

 投資有価証券評価損 106

 その他 326

繰延税金資産小計 3,198
評価性引当額 △3,198

繰延税金資産合計 ―
繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △20

繰延税金負債合計 △20

繰延税金負債の純額 △20

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率 40.6％

  (調整)

  繰延税金資産を計上
  しなかった一時差異等

7.7

  交際費等永久に損金
  に算入されない項目

1.4

  受取配当等永久に益金に
  算入されない項目

△0.6

  住民税均等割 0.6

  その他 1.6

 税効果会計適用後
 の法人税等の負担率

51.5

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

 (調整)

 繰延税金資産を計上
 しなかった一時差異等

△60.1

 交際費等永久に損金
 に算入されない項目

△0.7

 受取配当等永久に益金に
 算入されない項目

1.1

 住民税均等割 △1.2

 その他 0.0

税効果会計適用後
の法人税等の負担率

△20.2

（追加情報）

平成20年４月30日に「地方法人特別税等に関す

る暫定措置法」(平成20年法律第25条)が公布され

たため、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に

使用する法定実効税率が変更されております。 

 なお、この変更による当期の貸借対照表に与え

る影響額は軽微であります。
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(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

前期及び当期においていずれも該当事項はありません。 

〔１株当たり情報〕

前期 当期

 
１株当たり純資産額 416.84円 １株当たり純資産額 369.56円

 
１株当たり当期純利益 28.40円

 
１株当たり当期純損失（△） △35.63円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

28.35円

 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

― 円

項目 前期 当期

貸借対照表の純資産の部の 
合計額

(百万円) 37,724 32,281

普通株式に係る純資産額 (百万円) 37,724 32,281

普通株式の発行済株式総数 (株) 91,355,253 91,355,253

普通株式の自己株式数 (株) 852,958 4,004,266

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

(株) 90,502,295 87,350,987

項目 前期 当期

１株当たり当期純利益又は 
１株当たり当期純損失（△）

 当期純利益又は 
 当期純損失（△）

(百万円) 2,570 △3,191

 普通株式に係る当期純利益又は 
 当期純損失（△）

(百万円) 2,570 △3,191

 普通株式の期中平均株式数 (株) 90,506,424 89,569,692

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 普通株式の増加数 (株) 163,788 ―

 (うち新株予約権) (株) (163,788) (―)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

―――――――――――― ――――――――――――

〔重要な後発事象〕
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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

（単位：百万円）

前期 当期
増減

金額 増減率

委託手数料 7,209 4,382 △2,826 △39.2 %

（ 株   券 ） ( 7,160 ) ( 4,350 ) ( △2,809 ) ( △39.2 )

（ 債   券 ） ( 4 ) ( 3 ) ( △0 ) ( △20.2 )
引受け・売出し・特定投資家向け
売付け勧誘等の手数料 139 16 △123 △88.2

（ 株   券 ） ( 125 ) ( 2 ) ( △123 ) ( △97.9 )

（ 債   券 ） ( 13 ) ( 13 ) ( △0 ) ( △0.8 )
募集・売出し・特定投資家向け売
付け勧誘等の取扱手数料 2,730 931 △1,798 △65.9

その他の受入手数料 7,067 2,632 △4,434 △62.8

合   計 17,146 7,963 △9,183 △53.6

(2) 商品別内訳

（単位：百万円）

前期 当期
増減

金額 増減率

株     券 7,496 4,519 △2,976 △39.7 %

債     券 35 31 △4 △11.6

受 益 証 券 9,139 3,097 △6,042 △66.1

そ  の  他 476 315 △160 △33.7

合     計 17,146 7,963 △9,183 △53.6

２．トレーディング損益

（単位：百万円）

前期 当期
増減

金額 増減率

株  券  等 385 526 141 36.6 %

債  券  等 1,389 874 △515 △37.1

そ  の  他 1,449 998 △450 △31.1

合     計 3,224 2,398 △825 △25.6

３．株券売買高（先物取引を除く） 

（単位：百万株・百万円）

前期 当期 前期比

株数 金額 株数 金額 株数 金額

合   計 10,619 4,469,766 6,346 2,540,367 59.8 % 56.8 %

（自己） ( 1,148 ) ( 1,209,250 ) ( 666 ) ( 560,777 ) ( 58.0 %) ( 46.4 %)

（委託） ( 9,470 ) ( 3,260,516 ) ( 5,680 ) ( 1,979,590 ) ( 60.0 %) ( 60.7 %)

委託比率 89.2 % 72.9 % 89.5 % 77.9 %

東証シェア 0.38 % 0.26 % 0.33 % 0.23 %

1株当たり 
委託手数料

75銭 77銭
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（注）募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱高には売出高及び私募の取扱高を含んでおります。 

  

 
  

４．引受・募集・売出しの取扱高 

（単位：百万株・百万円）
前期 当期 前期比

引 
受 
高

株券

（株数） 0 0 9.3 %

（金額） 2,658 45 1.7

債券 （額面金額） 13,929 12,663 90.9

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 
し 
・ 
特

定 
投 
資 
家 
向 
け 
売
付 

け
勧 
誘 
等 
の 
取 
扱 
高

株券

（株数） 0 0 8.2

（金額） 2,686 46 1.7

債券 （額面金額） 24,724 20,945 84.7

受益証券 （金額） 641,119 357,406 55.7

コマーシャル・ペーパー
及び外国証書等

（額面金額） － － －

５．自己資本規制比率     

（単位：百万円）

前期末 当期末

基本的項目 （A) 35,989 32,251

補完的項目

その他有価証券等
829 29

評価差額金（評価益）等

証券取引責任準備金等 1,149 ―

金融商品取引責任準備金等 ― 334

一般貸倒引当金 65 30

計 (B) 2,044 394

控除資産 10,103 10,733

固定化されていない自己資本 （Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） (D) 27,931 21,912

リスク相当額 市場リスク相当額 878 711

取引先リスク相当額 824 408

基礎的リスク相当額 3,621 3,513

計 (E) 5,323 4,634

自己資本規制比率   （Ｄ）／（Ｅ）×１００ 524.6% 472.8%

６．役職員数

（単位：名）

前期末 当期末

役   員 11 11

従 業 員 835 840
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損益計算書の四半期推移 

（ご参考）

（単位：百万円）

科                  目

前年第４四半期 当該第１四半期 当該第２四半期 当該第３四半期 当該第４四半期

20.1.1 20.4.1 20.7.1 20.10.1 21.1.1

20.3.31 20.6.30 20.9.30 20.12.31 21.3.31

営業収益 3,463 3,861 2,901 2,353 1,997

受入手数料 2,673 2,842 1,935 1,792 1,393

委託手数料 1,181 1,518 918 1,097 848

引受け・売出し手数料 11 － － － －

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け手数料 － 4 7 2 2

募集・売出しの取扱手数料 319 － － － －

募集・売出し・特定投資家向
け売付け取扱手数料 － 379 202 219 129

その他の受入手数料 1,161 940 806 473 412

トレーディング損益 538 840 699 403 455

金融収益 251 178 267 157 148

その他の営業収益 0 0 0 0 0

金融費用 110 87 109 100 88

純営業収益 3,353 3,774 2,791 2,253 1,908

販売費・一般管理費 3,674 3,791 3,438 3,367 3,328

取引関係費 699 632 614 565 508

人件費 1,594 1,786 1,556 1,515 1,499

不動産関係費 524 526 497 500 524

事務費 575 487 486 490 506

減価償却費 187 202 213 217 234

租税公課 31 41 26 24 19

貸倒引当金繰入れ 2 42 － － －

その他 58 71 55 54 43

営業利益又は営業損失（△） △ 321 △ 17 △ 647 △ 1,113 △ 1,419

営業外収益 55 176 69 120 54

営業外費用 32 6 4 1 165

経常利益又は経常損失（△） △ 298 152 △ 581 △ 995 △ 1,530

特別利益 △ 2 817 18 36 5

投資有価証券売却益 － － － 14 －

貸倒引当金戻入額 △ 2 3 29 22 5

金融商品取引責任準備金戻入 － 814 － － －

特別損失 88 156 135 257 27

固定資産除却損 48 1 1 6 16

投資有価証券売却損 － － － 99 2

投資有価証券評価損 0 149 129 146 4

貸倒引当金繰入 3 5 4 4 4

証券取引責任準備金繰入れ 35 － － － －

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失（△） △ 389 813 △ 698 △ 1,215 △ 1,553

法人税、住民税及び事業税 77 7 8 8 9

法人税等調整額 △ 129 344 158 － －

四半期純利益又は 
四半期純損失（△） △ 337 461 △ 865 △ 1,224 △ 1,562
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