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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 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 ％

21年3月期 17,759 10.2 70 ― 3,826 30.7 1,031 ―
20年3月期 16,109 5.6 △741 ― 2,926 ― △420 ―

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 25.68 ― 4.3 3.3 0.4
20年3月期 △10.46 ― ― 2.3 △4.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  2,872百万円 20年3月期  2,720百万円

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 108,926 26,810 22.1 599.14
20年3月期 124,838 27,866 19.2 596.97

（参考） 自己資本   21年3月期  24,054百万円 20年3月期  23,973百万円

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 5,149 △98 1,875 15,618
20年3月期 △48 △2,532 2,802 11,707

2.  配当の状況 

 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 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である証券業、商品先物取引業は、市場環境の変動の営業を大きく受けることから業績予想を合理的に行うことが困難である
ため開示をしておりません。なお、四半期決算の迅速な開示を行ってまいります。 
また、同理由により配当予想につきましても開示しておりません。 
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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）  有  

（注） 詳細は、５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、20ページ「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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、26ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 0社 （社名 ） 除外 2社 （社名
HIS-HS九州産交投資事業有限責任
組合 他

）

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 40,953,500株 20年3月期 40,953,500株
② 期末自己株式数 21年3月期  804,958株 20年3月期  794,817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 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 ％

21年3月期 212 17.7 48 ― △272 ― △2,057 ―
20年3月期 180 △95.4 4 ― △598 ― △399 ―

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 △50.96 ―
20年3月期 △9.90 ―

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 24,553 21,713 88.4 537.73
20年3月期 24,514 23,514 95.9 582.30

（参考） 自己資本 21年3月期  21,713百万円 20年3月期  23,514百万円

※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である証券業、商品先物取引業は、市場環境の変動の影響を大きく受けることから業績予想を合理的に行うことが困難である
ため開示をしておりません。なお、四半期業績の迅速な開示を行ってまいります。 
また、同理由により配当予想につきましても開示しておりません。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、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

安が深刻さを増し、下半期にかけて実体経済にも波及しました。欧米での消費が大幅に落ち込んだこと

により、これまで日本経済を牽引してきた自動車産業をはじめとする輸出産業は、生産調整とそれに伴

う雇用調整を行う等、深刻な影響を受けています。 

 株式市況におきましては、米国大手証券会社の経営破綻等により金融不安が深刻化、世界規模での拡

大をみました。日本の株式市況もその影響を受け、平成21年３月には日経平均株価がバブル経済破綻後

の 安値を更新しました。また、新興市場におきましても、低迷が続いています。 

 外国為替市場におきましては、急速な円高が進み、輸出産業は悪影響を受けましたが、一方で輸入品

価格の低下等、好影響を受けた分野もありました。 

 このような環境の下、当社グループは証券関連事業等の低迷や投資有価証券の減損がありましたが、

一方で銀行関連事業や関連会社の寄与により着実に収益を計上しました。 

 その結果、当社グループの当連結会計年度の営業収益は177億59百万円（前年同期比10.2%増）、経常

利益は38億26百万円（前年同期比30.7%増）、当連結会計年度の当期純利益は10億31百万円となりまし

た。 

① 証券関連事業 

(受入手数料) 

委託手数料は、株式市況の低迷により取扱高が減少し10億７百万円(前年同期比37.8%減)となり

ました。  

 引受・売出・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料につきましては11百万円(同107.8%増)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は37百万円(同44.7%減)となりまし

た。  

 その他手数料については、３億51百万円(同23.6%減)となりました。  

(トレーディング損益) 

トレーディング損益は、外国債券の堅調な販売等により、11億81百万円(同429.4%増)となりまし

た。 

(金融収支) 

② 銀行関連事業 

ハーン銀行(Khan Bank LLC)につきましては、前期に引き続き農村部を中心とした営業活動に加

え、都市部でも営業活動を行い、営業収益は124億81百万円(同28.5%増)、営業利益は26億45百万円

(同3.8%増)となりました。 

③ 商品先物関連事業 

エイチ・エス・フューチャーズ株式会社につきましては、徹底したコスト削減を推進しました

が、平成20年12月に農林水産省および経済産業省より43営業日の受託業務停止の行政処分を受け、

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

 当連結会計年度までの金融収益は、６億15百万円(同40.6%減)、金融費用は２億89百万円(同

32.2%減)となり、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は３億26百万円(同46.6%減)となり

ました。  

以上の結果、営業収益は32億５百万円(同6.1%減)営業損失は12億70百万円となりました。
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コンプライアンス体制の強化および従来の営業体制の抜本的な見直しを行った結果、商品先物関

連事業の営業収益は13億67百万円(同48.1%減)、営業損失は13億60百万円となりました。 

④ その他事業 

その他事業につきましては、ベンチャーキャピタル業では減収であったものの、債権管理回収業

では着実に収益を上げたこともあり、その他事業の営業収益は８億67万円(同71.3%増)、営業利益

は17百万円となりました。 

⑤ 持分法による投資損益 

株式会社外為どっとコムを中心に着実に利益を伸ばし,持分法による投資損益は28億72百万円(同

5.6%増)となりました。 

当連結会計年度における総資産は、1,089億26百万円となり前連結会計年度末に比べ159億11百万円減

少しました。資産の変動の主なものは、信用取引貸付金の113億44百万円の減少および銀行業務貸付金

の40億51百万円減少等となっており、負債の変動の主なものは、信用取引借入金の85億３百万円の減少

および長期借入金の38億77百万円の増加等であります。  

 なお、純資産合計は、前連結会計年度末比10億56百万円減少の268億10百万円、１株当たり純資産は

599円14銭となりました。 

(キャッシュ・フローの状況) 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

39億10百万円増加し156億18百万円となりました。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、51億49百万円の資金増加となりました。   

 投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出15億93百万円等によるも

ので98百万円の資金減少となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の増額18億82百万円等により18億75百万円の増加

となりました。 

当社は、業績に対応した利益還元を行うことを基本方針としていますが、今後の事業展開と経営体質

の強化、財務内容の充実を図るために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していく方針

であります。 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的方針としております。

配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。  

 当期の剰余金の配当につきましては、当社及び当社グループの財政状態を勘案して、無配としており

ます。また、国内外での事業展開への備えとシステム投資に投入していくとともに、長期安定的な経営

基盤の強化を図るために必要な内部留保を確保してまいります。 

近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がない

ため開示を省略します。 

(2) 財政状態に関する分析

(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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 当社の企業集団は、当社と連結子会社10社及び持分法適用関連会社５社で構成され、主たる業務は、証

券業を中心に有価証券及びデリバティブ商品の売買等の委託の媒介、有価証券の引受及び売出し、有価証

券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱い、有価証券に関する投資顧問業務その他証券関連

業務、ベンチャーキャピタル業務、銀行業務、商品先物業務、Ｍ＆Ａ業務、投資信託委託業務、資産管理

運用等、債権管理回収業務、投資及び金融サービスの提供を行っております。 

  

企業集団について事業系統図は次のとおりであります。 

  

 

※株式会社バリュークリエーションは、平成20年７月１日よりエイチ・エス・アシスト株式会社へ 

  社名を変更しております。 

2. 企業集団の状況
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平成20年３月期決算短信（平成20年４月30日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略します。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.sawada-holdings.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

3. 経営方針
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 12,607 15,688 

預託金 16,457 13,818 

顧客分別金信託 16,439 13,547 

その他の預託金 17 271 

トレーディング商品 737 459 

商品有価証券等 737 459 

有価証券 1,403 3,238 

約定見返勘定 － 4 

信用取引資産 19,763 8,968 

信用取引貸付金 18,578 7,233 

信用取引借証券担保金 1,185 1,735 

貸出金 48,544 44,492 

差入保証金 2,759 1,094 

委託者先物取引差金 637 263 

その他の流動資産 1,927 2,422 

貸倒引当金 △932 △1,227 

流動資産合計 103,905 89,223 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 1,853 1,437 

工具、器具及び備品 1,237 1,218 

土地 729 65 

建設仮勘定 367 246 

有形固定資産合計 4,186 2,967 

無形固定資産 

ソフトウエア 159 9 

その他の無形固定資産 18 1 

無形固定資産合計 178 10 

投資その他の資産 

投資有価証券 4,302 3,487 

関係会社株式 10,371 11,476 

その他の関係会社有価証券 46 7 

長期差入保証金 947 907 

破産更生債権等 591 675 

その他 1,125 1,067 

貸倒引当金 △818 △896 

投資その他の資産合計 16,567 16,725 

固定資産合計 20,932 19,703 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産合計 124,838 108,926 

負債の部 

流動負債 

トレーディング商品 4 － 

商品有価証券等 4 － 

約定見返勘定 7 － 

信用取引負債 12,930 4,735 

信用取引借入金 10,692 2,189 

信用取引貸証券受入金 2,238 2,546 

預り金 9,187 8,251 

顧客からの預り金 9,072 8,125 

その他の預り金 114 126 

受入保証金 8,230 7,090 

信用取引受入保証金 7,243 6,207 

先物取引受入証拠金 660 456 

その他の受入保証金 326 427 

預金 50,116 48,542 

短期借入金 6,916 3,480 

預り証拠金 3,445 1,450 

未払法人税等 125 34 

賞与引当金 113 42 

その他の流動負債 1,285 1,497 

流動負債合計 92,362 75,126 

固定負債 

長期借入金 260 4,137 

繰延税金負債 29 4 

役員退職慰労引当金 33 28 

負ののれん 3,082 2,191 

退職給付引当金 103 109 

その他の固定負債 221 262 

固定負債合計 3,730 6,733 

特別法上の準備金 

証券取引責任準備金 485 － 

金融商品取引責任準備金 － 63 

商品取引責任準備金 393 192 

特別法上の準備金計 879 255 

負債合計 96,971 82,116 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 12,223 12,223 

資本剰余金 11,057 11,057 

利益剰余金 2,251 3,287 

自己株式 △832 △834 

株主資本合計 24,699 25,733 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △729 △588 

為替換算調整勘定 3 △1,090 

評価・換算差額等合計 △726 △1,679 

新株予約権 14 12 

少数株主持分 3,878 2,743 

純資産合計 27,866 26,810 

負債純資産合計 124,838 108,926 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 2,152 1,408 

委託手数料 1,618 1,007 

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料 

5 11 

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料 

68 37 

その他の受入手数料 460 351 

受取手数料 2,591 1,381 

トレーディング損益 284 1,177 

金融収益 1,036 655 

貸出金利息 8,864 11,488 

その他の役務収益 673 703 

外国為替売買益 137 257 

その他の業務収益 34 32 

売上高 334 655 

営業収益計 16,109 17,759 

金融費用 421 249 

預金利息 3,684 4,659 

売上原価 186 390 

純営業収益 11,818 12,459 

販売費及び一般管理費 

取引関係費 1,945 1,737 

人件費 5,948 5,649 

不動産関係費 957 966 

事務費 1,297 1,161 

減価償却費 701 622 

租税公課 151 132 

貸倒引当金繰入れ 541 980 

その他 1,014 1,139 

販売費及び一般管理費 12,559 12,388 

営業利益 △741 70 

営業外収益 

受取配当金 140 101 

持分法による投資利益 3,142 2,872 

負ののれん償却額 867 855 

その他 66 66 

営業外収益計 4,217 3,895 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業外費用 

支払利息 8 38 

持分法による投資損失 422 － 

その他 118 102 

営業外費用計 549 140 

経常利益 2,926 3,826 

特別利益 

関係会社株式売却益 0 20 

金融商品取引責任準備金戻入 － 421 

証券取引責任準備金戻入 14 － 

商品取引責任準備金戻入額 － 201 

貸倒引当金戻入額 0 5 

固定資産売却益 0 590 

その他 177 80 

特別利益計 193 1,320 

特別損失 

固定資産除却損 122 23 

投資有価証券売却損 13 0 

減損損失 575 468 

投資有価証券評価損 2,207 1,806 

商品取引責任準備金繰入額 104 0 

その他の特別損失 481 167 

特別損失計 3,505 2,465 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

△385 2,681 

法人税、住民税及び事業税 671 685 

法人税等調整額 0 － 

法人税等合計 670 685 

少数株主損失（△） △635 △964 

当期純利益又は当期純損失（△） △420 1,031 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 12,223 12,223 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,223 12,223 

資本剰余金 

前期末残高 11,057 11,057 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 11,057 11,057 

利益剰余金 

前期末残高 2,816 2,251 

当期変動額 

剰余金の配当 △4 － 

当期純利益 △420 1,031 

自己株式の処分 △140 － 

連結子会社除外による増加高 － 4 

当期変動額合計 △565 1,036 

当期末残高 2,251 3,287 

自己株式 

前期末残高 △1,255 △832 

当期変動額 

自己株式の取得 △1 △2 

自己株式の処分 424 － 

当期変動額合計 423 △2 

当期末残高 △832 △834 

株主資本合計 

前期末残高 24,841 24,699 

当期変動額 

剰余金の配当 △4 － 

自己株式の取得 △1 △2 

当期純利益 △420 1,031 

自己株式の処分 284 － 

連結子会社除外による増加高 － 4 

当期変動額合計 △141 1,033 

当期末残高 24,699 25,733 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 △446 △729 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△282 141 

当期変動額合計 △282 141 

当期末残高 △729 △588 

固定資産再評価差額金 

前期末残高 82 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△82 － 

当期変動額合計 △82 － 

当期末残高 － － 

為替換算調整勘定 

前期末残高 108 3 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△104 △1,094 

当期変動額合計 △104 △1,094 

当期末残高 3 △1,090 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △256 △726 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△470 △952 

当期変動額合計 △470 △952 

当期末残高 △726 △1,679 

新株予約権 

前期末残高 8 14 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 △2 

当期変動額合計 6 △2 

当期末残高 14 12 

少数株主持分 

前期末残高 6,829 3,878 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,950 △1,134 

当期変動額合計 △2,950 △1,134 

当期末残高 3,878 2,743 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 31,423 27,866 

当期変動額 

剰余金の配当 △4 － 

自己株式の取得 △1 △2 

当期純利益 △420 1,031 

自己株式の処分 284 － 

連結子会社除外による増加高 － 4 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,414 △2,089 

当期変動額合計 △3,556 △1,056 

当期末残高 27,866 26,810 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 △385 2,681 

減価償却費 786 622 

減損損失 575 468 

のれん償却額 △819 △855 

持分法による投資損益（△は益） △2,720 △2,872 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 401 720 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △214 6 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33 △5 

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） － △421 

受取利息及び受取配当金 △956 △101 

支払利息 333 38 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,207 1,806 

有形固定資産売却損益（△は益） － △590 

固定資産除却損 135 23 

預託金の増減額（△は増加） 15 △444 

トレーディング商品の増減額 1,365 284 

預り金の増減額（△は減少） △5,111 △2,931 

受入保証金の増減額（△は減少） △1,806 △1,139 

信用取引資産の増減額（△は増加） 16,252 10,795 

信用取引負債の増減額（△は減少） △17,809 △8,195 

短期差入保証金の増減額（△は増加） 2,559 1,408 

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 7,463 2,892 

債券の純増減（△） 1,440 △2,749 

貸出金の純増（△）減 △25,134 △11,258 

預金の純増減（△） 21,911 14,862 

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 104 △201 

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加） 

△25 374 

委託者未収金の増減額（△は増加） 88 95 

その他 △980 △148 

小計 △288 5,165 

利息及び配当金の受取額 1,258 961 

利息の支払額 △337 △40 

法人税等の支払額 △681 △937 

営業活動によるキャッシュ・フロー △48 5,149 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 △1,543 △1,593 

有形固定資産の売却による収入 6 1,719 

投資有価証券の取得による支出 △1,169 △1,338 

投資有価証券の売却による収入 307 137 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

△56 － 

関係会社株式の取得による支出 △264 － 

関係会社株式の売却による収入 18 78 

貸付金の回収による収入 0 0 

定期預金の増減額（△は増加） 312 880 

その他 △144 17 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,532 △98 

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） 2,030 △1,743 

長期借入れによる収入 241 3,713 

長期借入金の返済による支出 － △87 

少数株主からの払込みによる収入 837 80 

配当金の支払額 △6 － 

少数株主への配当金の支払額 － △85 

社債の償還による支出 △300 － 

自己株式の取得による支出 △1 △0 

その他 － △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,802 1,875 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △287 △3,015 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65 3,910 

現金及び現金同等物の期首残高 12,861 11,707 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － － 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,088 － 

現金及び現金同等物の期末残高 11,707 15,618 
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(5)【継続企業の前提に関する注記】 

  該当事項はありません。
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 10社 

連結子会社の名称

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数 10社 

連結子会社の名称

エイチ・エス証券株式会社 
エイチ・エス債権回収株式会社 
株式会社エイチ・エスインベストメント 
ハーン銀行(Khan Bank LLC) 
オリエント貿易株式会社 
オリエント証券株式会社 
オリエント アセット マネジメントLLC 
HS-IPO投資事業有限責任組合 
HIS-HS九州産交投資事業有限責任組合 
HSI-VLOH投資事業組合 
  
 エイチ・エス証券分割準備会社はエイチ・エス証券株式会
社に商号を変更しました。エイチ・エス損害保険プランニ
ング（株）はエイチ・エス損害保険（株）に商号を変更
し、かつ第三者割当増資による当社の議決権所有比率の減
少により当連結会計年度より持分法適用会社になりまし
た。 
（株）エイチ・エスインベストメントはエイチ・エスファ
イナンス（株）に商号変更し会社分割により新設会社
（株）エイチ・エスインベストメントに事業を譲渡した後
エイチ・エスファイナンス（株）は当社に吸収合併された
ため、当連結会計年度より（株）エイチ・エスインベスト
メントを連結範囲に含めております。 
日本エムアンドエイマネジメント（株）は当社保有全株式
を第三者に譲渡したことにより又JHKパートナーファンドは
解散清算したため連結の範囲から除外しております。

エイチ・エス証券株式会社
エイチ・エス債権回収株式会社 
株式会社エイチ・エスインベストメント 
ハーン銀行(Khan Bank LLC) 
エイチ・エス・フューチャーズ株式会社 
オリエント証券株式会社 
オリエント アセット マネジメントLLC 
H.S. International (Asia) Limited 
HS-IPO投資事業有限責任組合 
エイチ・エス債権回収2001号投資事業組合 
  
H.S. International (Asia) Limitedおよびエイチ・エス債
権回収2001号投資事業組合は、当連結会計年度より連結範
囲に含めております。 
HSI-VLOH投資事業組合およびHIS-HS九州産交投資事業有限
責任組合は解散清算したため連結の範囲から除外しており
ます。

(２)主要な非連結子会社の名称等 
非連結子会社(13社） 
JBC投資事業組合  
HSI-PE1号投資事業組合 
HSI-PE2号投資事業組合 
HSI-PE3号投資事業組合 
HSI-PE4号A投資事業組合 
HSI-PE4号B投資事業組合 
HSI-PE5号投資事業組合 
OFGP Limited 
OFGP2 Limited 
エイチ・エス債権回収1901号投資事業組合 
エイチ・エス債権回収1902号投資事業組合 
エイチ・エス債権回収1903号投資事業組合 
H.S.International Asia Limited 
（連結の範囲から除いた理由） 
上記非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上
高、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およぼしていないた
めです。

(２)主要な非連結子会社の名称等 
非連結子会社(６社） 
JBC投資事業組合  
HSI-PE3号投資事業組合 
HSI-PE4号A投資事業組合 
HSI-PE4号B投資事業組合 
HSI-PE5号投資事業組合 
OFGP2 Limited 
  
（連結の範囲から除いた理由） 
上記非連結子会社は小規模であり、合計の総資産、売上
高、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およぼしていないた
めです。
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

２ 持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用した関連会社 ６社 
関連会社の名称 
パワーアセットマネジメントリミテッド 
ストラテジックキャピタルパートナーズ株式会社 
株式会社外為どっとコム 
九州産業交通ホールディングス株式会社 
株式会社バリュークリエーション 
エイチ・エス損害保険株式会社 
  
エイチ・エス損害保険株式会社は従来の連結子会社である
エイチ・エス損害保険プランニング（株）が商号を変更
し、かつ第三者割当増資により当社議決権所有割合の減少
により当連結会計年度より持分法適用会社となりました。

２ 持分法の適用に関する事項 
（１）持分法を適用した関連会社 ５社 
関連会社の名称 
パワーアセットマネジメントリミテッド 
株式会社外為どっとコム 
九州産業交通ホールディングス株式会社 
エイチ・エス・アシスト株式会社 
エイチ・エス損害保険株式会社 
  
ストラテジックキャピタルパートナーズ株式会社は当社保
有全株式を譲渡したため、当連結会計年度より持分法適用
範囲から除外しております。

(２)持分法を適用していない非連結子会社の名称（13社）
JBC投資事業組合 
HSI-PE1号投資事業組合 
HSI-PE2号投資事業組合 
HSI-PE3号投資事業組合 
HSI-PE4号A投資事業組合 
HSI-PE4号B投資事業組合 
HSI-PE5号投資事業組合 
OFGP Limited 
OFGP2 Limited 
エイチ・エス債権回収1901号投資事業組合 
エイチ・エス債権回収1902号投資事業組合 
エイチ・エス債権回収1903号投資事業組合 
H.S.International Asia Limited 
  
（持分法を適用しない理由） 
上記の持分法非適用子会社はそれぞれ当期純損益及び利益
剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要
性が無いため持分法の適用から除外しています。 
 

(２)持分法を適用していない非連結子会社の名称（６社）
JBC投資事業組合 
HSI-PE3号投資事業組合 
HSI-PE4号A投資事業組合 
HSI-PE4号B投資事業組合 
HSI-PE5号投資事業組合 
OFGP2 Limited 
  
（持分法を適用しない理由） 
上記の持分法非適用子会社はそれぞれ当期純損益及び利益
剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要
性が無いため持分法の適用から除外しています。 
 

(３)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる
会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用し
ております。

（３）同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 
連結子会社のうち、ハーン銀行（Khan Bank LLC )、オリエ
ントアセットマネジメントLLC、HS-IPO投資事業有限責任組
合、HIS-HS九州産交投資事業有限責任組合の決算日は12月
31日であります。HSI－VLOH投資事業組合の決算日は1月31
日であります。 
  
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸
表を使用しております。又連結決算日との間に生じた重要
な取引については、連結上必要な調整を行っております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 
連結子会社のうち、ハーン銀行（Khan Bank LLC )、H.S. 
International (Asia) Limited、オリエントアセットマネ
ジメントLLC、HS-IPO投資事業有限責任組合の決算日は12月
31日であります。 
  
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸
表を使用しております。又連結決算日との間に生じた重要
な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における記載から重要な変更がないため開

示を省略します。 

会計処理方法の変更

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(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、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引
前当期純利益に与える影響は軽微であります。 
 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。

追加情報

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

―――――――― （金融商品取引責任準備金）
 金融商品取引法の施行に伴い、当事業年度より、金融商
品取引責任準備金の繰入額に係る計算方法が変更となって
おります。この影響により、当事業年度の税引前当期純利
益は18百万円増加しております。 
 なお、従来、特別法上の準備金に計上していた「証券取
引責任準備金」は、当時業年度末より「金融商品取引責任
準備金」に科目名を変更しております。
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  

 
（注）１ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各区分の主なサービス 
 

   ３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（3,933百万円）の主なものは、長期投資

資金（投資有価証券）等であります。  

(7)【連結財務諸表に関する注記事項】 

 (セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

証券関連 
事業 

(百万円)

銀行関連
事業 

(百万円)

商品先物
関連事業 
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 営業収益

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

3,412 9,710 2,632 354 16,109 ― 16,109

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

― ― 0 152 152 (152) ―

計 3,412 9,710 2,632 506 16,262 (152) 16,109

営業費用 5,228 7,162 3,835 793 17,019 (168) 16,851

 営業利益又は営業損失(△) △ 1,815 2,547 △ 1,202 △ 287 △ 757 15 △ 741

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

 資産 33,712 57,452 6,707 23,032 120,904 3,933 124,838

 減価償却費 253 335 107 5 701 ― 701

 減損損失 544 ― 31 ― 575 ― 575

 資本的支出 154 1,473 41 2 1,671 ― 1,671

① 証券関連事業 有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、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、有価証券の私募の取扱、有価証券に
関する投資顧問業務その他の証券業務

② 銀行関連事業 預金業務、貸付業務他

③ 商品先物関連事業 商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務

④ その他の事業 ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務、債権管理回収業務
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当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 
（注）１ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各区分の主なサービス 
 

 ３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（△13,591百万円）の主なものは、関係会

社株式等であります。  

証券関連 
事業 

(百万円)

銀行関連
事業 

(百万円)

商品先物
関連事業 
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 営業収益

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
   営業収益

3,205 12,481 1,367 704 17,759 ― 17,759

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

― ― 0 163 163 (163) ―

計 3,205 12,481 1,367 867 17,923 (163) 17,759

営業費用 4,476 9,836 2,728 850 17,891 (202) 17,688

 営業利益又は営業損失(△) △ 1,270 2,645 △ 1,360 17 31 39 70

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

 資産 28,739 59,685 8,679 25,412 122,517 △ 13,591 108,926

 減価償却費 97 491 29 4 622 ― 622

 減損損失 249 ― 218 ― 468 ― 468

 資本的支出 23 1,551 9 30 1,615 ― 1,615

① 証券関連事業 有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、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、有価証券の私募の取扱、有価証券に
関する投資顧問業務その他の証券業務

② 銀行関連事業 預金業務、貸付業務他

③ 商品先物関連事業 商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務

④ その他の事業 ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務、債権管理回収業務
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 
（注）１ 国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。 

 ２ 各区分に属する主な国又は地域・・・アジア：モンゴル、アメリカ：アメリカ合衆国 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（3,801百万円）の主なものは、長期 

   投資資金（投資有価証券）等であります。  

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 
（注）１ 国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。 

 ２ 各区分に属する主な国又は地域・・・アジア：モンゴル、アメリカ：アメリカ合衆国 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（△2,661百万円）の主なものは、長期 

   投資資金（投資有価証券）等であります。  

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

アメリカ
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 営業収益及び営業利益

 営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

6,365 9,710 33 16,109 ― 16,109

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

17 ― ― 17 ( 17) ―

計 6,382 9,710 33 16,126 ( 17) 16,109

営業費用 9,675 7,162 40 16,879 27 16,851

 営業利益又は営業損失(△) △ 3,292 2,547 △ 7 △ 752 10 △ 741

Ⅱ 資産 63,219 57,753 63 121,036 3,801 124,838

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

アメリカ
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 営業収益及び営業利益

 営業収益

 (1) 外部顧客に 
   対する営業収益

5,227 12,482 49 17,759 ― 17,759

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

6 ― ― 6 (6) ―

計 5,234 12,482 49 17,766 (6) 17,759

営業費用 7,808 9,854 32 17,695 6 17,688

 営業利益又は営業損失(△) △2,573 2,628 16 70 ― 70

Ⅱ 資産 51,046 60,245 296 111,587 △2,661 108,926
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前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

  

 
（注）１ 国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。 

    ２ 各区分に属する主な国又は地域・・・アジア：モンゴル、アメリカ：アメリカ合衆国 

  

当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

 
（注）１ 国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分しております。 

    ２ 各区分に属する主な国又は地域・・・アジア：モンゴル、アメリカ：アメリカ合衆国 

  

３ 海外売上高

アジア アメリカ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,710 33 9,743

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 16,109

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

60.3 0.2 60.5

アジア アメリカ 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,482 49 12,531

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 17,759

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

70.3 0.3 70.6
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リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務に関する注記

については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

(開示の省略)
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（注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成19年4月１日
至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月１日
至 平成21年3月31日)

１株当たり純資産額 596円97銭 599円14銭

１株当たり当期純損益又は 
当期純損失（△）

△10円46銭 25円68銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、１株当た
り当期純損失であるため、記載し
ておりません。

―円―銭

前連結会計年度
(自 平成19年4月 1日 
至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
 (自 平成20年4月 1日 
至 平成21年3月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 27,866 26,810

普通株式に係る純資産額(百万円) 23,973 24,054

差額の主な内訳(百万円)

 新株予約権 14 12

 少数株主持分 3,878 2,743

普通株式の発行済株式数(千株) 40,953 40,953

普通株式の自己株式数(千株) 794 804

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

40,158 40,148

前連結会計年度 当連結会計年度

連結損益計算書上の当期純損益(百万円) △420 1,031

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ―

普通株式に係る当期純損益(百万円) △420 1,031

普通株式の期中平均株式数(千株) 40,159 40,149

当期純利益又は当期純損失(△)調整額(百万円) ─ ―

普通株式増加数（千株）

 新株予約権 ─ ―

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まれなかった潜在株
式の概要

潜在株式の種類
（新株予約権） 
潜在株式の数 
（1,360個）

潜在株式の種類
（新株予約権） 
潜在株式の数 
（1,290個）
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

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 

現金及び預金 242 1,145 

短期貸付金 331 93 

立替金 0 0 

その他 8 14 

流動資産計 582 1,253 

固定資産 

有形固定資産 － 0 

工具、器具及び備品 － 0 

無形固定資産 － 8 

ソフトウエア － 8 

投資その他の資産 23,931 23,290 

投資有価証券 2,178 1,905 

関係会社株式 18,334 20,310 

その他の関係会社有価証券 3,289 742 

出資金 4 4 

長期貸付金 － 196 

差入保証金 124 131 

固定資産計 23,931 23,300 

資産合計 24,514 24,553 

負債の部 

流動負債 

未払費用 10 0 

賞与引当金 1 1 

未払金 15 6 

未払法人税等 2 4 

預り金 6 5 

短期借入金 939 2,800 

その他 － 0 

流動負債計 976 2,818 

固定負債 

退職給付引当金 0 － 

役員退職慰労引当金 21 21 

負ののれん 1 － 

固定負債計 23 21 

負債合計 999 2,840 
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(単位：百万円) 

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 12,223 12,223 

資本剰余金 

資本準備金 11,057 11,057 

資本剰余金合計 11,057 11,057 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 1,579 △478 

利益剰余金合計 1,579 △478 

自己株式 △648 △648 

株主資本合計 24,211 22,153 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △697 △439 

評価・換算差額等合計 △697 △439 

純資産合計 23,514 21,713 

負債純資産合計 24,514 24,553 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

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 

経営指導料 162 204 

その他 18 8 

営業収益計 180 212 

純営業収益 180 212 

販売費・一般管理費 176 164 

取引関係費 14 38 

人件費 94 98 

不動産関係費 3 4 

事務費 26 0 

減価償却費 － 0 

租税公課 22 17 

その他 14 5 

営業利益又は営業損失（△） 4 48 

営業外収益 45 33 

貸付金利息 12 21 

受取配当金 0 0 

投資事業組合運用益 11 － 

有価証券利息 － 5 

為替差益 － 0 

その他 21 6 

営業外費用 648 353 

支払利息 － 40 

投資事業組合運用損 643 271 

為替差損 － 41 

その他 5 0 

経常利益 △598 △272 

特別利益 220 347 

関係会社株式売却益 － 336 

貸倒引当金戻入額 0 － 

その他 220 10 

特別損失 21 2,131 

役員退職慰労引当金繰入額 21 － 

投資有価証券評価損 － 1,535 

関係会社株式評価損 － 595 

税引前当期純損失（△） △398 △2,056 

法人税、住民税及び事業税 1 1 

法人税等合計 1 1 

当期純損失（△） △399 △2,057 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

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 12,223 12,223 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,223 12,223 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 11,057 11,057 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 11,057 11,057 

資本剰余金合計 

前期末残高 11,057 11,057 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 11,057 11,057 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,119 1,579 

当期変動額 

当期純損失（△） △399 △2,057 

自己株式の処分 △140 － 

当期変動額合計 △540 △2,057 

当期末残高 1,579 △478 

利益剰余金合計 

前期末残高 2,119 1,579 

当期変動額 

当期純損失（△） △399 △2,057 

自己株式の処分 △140 － 

当期変動額合計 △540 △2,057 

当期末残高 1,579 △478 

自己株式 

前期末残高 △1,253 △648 

当期変動額 

自己株式の取得 △1 △0 

自己株式の処分 606 － 

当期変動額合計 605 △0 

当期末残高 △648 △648 
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(単位：百万円) 

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) 

株主資本合計 

前期末残高 24,147 24,211 

当期変動額 

当期純損失（△） △399 △2,057 

自己株式の取得 △1 △0 

自己株式の処分 466 － 

当期変動額合計 64 △2,058 

当期末残高 24,211 22,153 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △389 △697 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△308 257 

当期変動額合計 △308 257 

当期末残高 △697 △439 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △389 △697 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△308 257 

当期変動額合計 △308 257 

当期末残高 △697 △439 

純資産合計 

前期末残高 23,757 23,514 

当期変動額 

当期純損失（△） △399 △2,057 

自己株式の取得 △1 △0 

自己株式の処分 466 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △308 257 

当期変動額合計 △243 △1,800 

当期末残高 23,514 21,713 
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(4)【継続企業の前提に関する注記】 

 該当事項はありません。
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