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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 6,161 7.0 5,998 8.4 △71 ― △419 ― 222 ―

21年3月期第2四半期 5,759 ― 5,533 ― △952 ― △698 ― △1,609 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 4.68 ―

21年3月期第2四半期 △32.99 ―

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

22年3月期第2四半期 87,047 45,404 51.0 934.07
21年3月期 80,682 44,847 54.3 922.30

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  44,392百万円 21年3月期  43,832百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

配当予想は、後述の「3.平成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）」と同一の理由により開示しておりませんが、内部留保の
充実に努めるとともに安定的かつ高水準の利益還元を継続的に行ってまいります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
金融商品取引業の業績は、経済情勢及び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。こ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。それに代えて、四半期及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) 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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

当社グループの業績は、主たる事業が金融商品取引業であることから経済情勢及び市場動向の変動に大きく影響を受け、業績予想が困難なため業績の
予想は行っておりません。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 49,525,649株 21年3月期  49,525,649株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,999,907株 21年3月期  1,999,907株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 47,525,742株 21年3月期第2四半期 48,800,398株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来続いていた世界的な金融危機が沈静化し、

景気の底打ちが見られました。しかし、企業収益の低下や雇用情勢の悪化、個人消費の減少など、依

然、厳しい経済環境が続いております。  

株式市場は景気の底打ちに伴って、日経平均株価で前年度末の8,109円53銭から8月31日に10,767円ま

で急激に上昇いたしました。しかし、９月に入り円高ドル安や新政権に対する政策不安などにより模様

眺めの展開となり、一時10,000円を下回る場面もありました。当第２四半期末には、やや持ち直し、日

経平均株価は10,133円23銭で取引を終えました。 

投資信託につきましては、社団法人投資信託協会のデータによると、公募証券投信の純資産額は９月

末に59兆3,855億円となり前年度末を７兆9,069億円上回りました。設定から解約・償還を差し引いた資

金流出入は２兆1,595億円の流入超過となりました。純資産額の増減の内訳は、株式投信が７兆6,977億

円増加、公社債投信は2,858億円増加、MMFは776億円減少となり、株式投信の増加が投資信託全体の純

資産額増加に寄与しています。 

このような状況のもと、当社グループはお客様へのより良い投資環境と幅広いサービスを提供するた

めに国際ビジネスモデルの強化を行ってまいりました。9月15日に投資信託「アイザワ - 有進 日韓グ

ッドチョイスファンド（仮称）」の組成および販売を行うために韓国の有進証券と業務提携を、8月10

日にベトナム株の対面取引、10月14日にベトナム株のインターネット取引を開始いたしました。これに

より現在までのアジア市場の取扱いは、アジア8市場（中国(香港・上海・深圳)、台湾、韓国、シンガ

ポール、タイ、マレーシア）に加え、ベトナム、インドネシア、フィリピン市場を追加することによ

り、アジア11市場に拡大しました。 

その結果、当社グループの営業収益は、受入手数料4,822百万円（前年同四半期比13.0％増）、トレ

ーディング損益1,014百万円（前年同四半期比10.9％減）、金融収益284百万円（前年同四半期比39.8％

減）、コンサルティング収入等39百万円により6,161百万円（前年同四半期比7.0％増）となりました。 

  

(1) 資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は870億47百万円と前連結会計年度末に比べ63億64百万円

の増加となりました。主な要因は、信用取引資産の97億７百万円増加および自己融資の増加等による

現金預金の39億94百万円減少によるものであります。 

(2) 負債の状況 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は416億42百万円と前連結会計年度末に比べ58億６百万円

の増加となりました。主な要因は、信用取引負債の34億66百万円増加および受入保証金の４億97百万

円増加によるものであります。 

(3) 純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は454億４百万円と前連結会計年度末に比べ５億57百万

円の増加となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が５億74百万円増加したことによる

ものであります。 

(4) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ40億９百万円

減少し143億48百万円となりました。当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況は次のとお

りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果支出した資金は25億４百万円となりました。これらは主に信用取引資産の増加、短

期差入保証金の減少、預り金の増加および信用取引負債の増加によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は11億60百万円となりました。これは主に有価証券の取得によるもの

であります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は３億37百万円となりました。これは主に配当金の支払によるもので

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ておりますことか

ら、その業績は、国内外の株価、売買高（売買代金）、金利、為替等の経済環境の変動による影響を大き

く受ける状況にあります。また、自己勘定（トレーディング）取引においては、当該市場リスクに関する

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、これによるリスクの排除には限界があり、損

益が大きく変動する可能性があります。 

このような状況の中、あらかじめ将来の不確定要因を的確に把握し、将来の市場動向を予想することは

非常に困難な状況にあります。このため、当社グループは通常の業績予想を開示しておりません。従いま

して、当社グループにおきましては通期の業績予想に代えて四半期および年間の業績速報値を、決算数値

が確定したと考えられる時点で速やかに開示して参ります。 

  
  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5.【四半期連結財務諸表】 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 15,125 19,120

預託金 12,604 11,690

顧客分別金信託 11,781 10,867

その他の預託金 823 823

営業投資有価証券 1,197 1,213

有価証券 1,000 100

トレーディング商品 685 744

商品有価証券等 665 667

デリバティブ取引 19 76

約定見返勘定 959 946

信用取引資産 22,571 12,863

信用取引貸付金 21,425 10,705

信用取引借証券担保金 1,146 2,158

立替金 559 331

短期差入保証金 2,987 4,596

その他の流動資産 1,660 1,669

貸倒引当金 △139 △61

流動資産計 59,212 53,214

固定資産   

有形固定資産 4,667 4,640

無形固定資産 651 705

投資その他の資産   

投資有価証券 14,800 14,587

投資不動産 6,534 6,502

その他 2,578 2,790

貸倒引当金 △1,397 △1,758

投資その他の資産合計 22,516 22,122

固定資産計 27,835 27,468

資産合計 87,047 80,682
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 38 156

商品有価証券等 21 －

デリバティブ取引 16 156

信用取引負債 14,002 10,536

信用取引借入金 11,035 6,745

信用取引貸証券受入金 2,966 3,790

預り金 6,198 4,518

受入保証金 7,900 7,403

短期借入金 6,210 6,310

未払法人税等 39 1

繰延税金負債 － 39

賞与引当金 188 171

その他の流動負債 730 695

流動負債計 35,309 29,831

固定負債   

長期借入金 4,062 4,062

繰延税金負債 1,320 1,017

役員退職慰労引当金 － 266

その他の固定負債 723 406

固定負債計 6,106 5,753

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 226 250

特別法上の準備金計 226 250

負債合計 41,642 35,835

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,000 8,000

資本剰余金 8,050 8,050

利益剰余金 26,888 26,903

自己株式 △549 △549

株主資本合計 42,389 42,404

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,003 1,428

評価・換算差額等合計 2,003 1,428

少数株主持分 1,012 1,014

純資産合計 45,404 44,847

負債・純資産合計 87,047 80,682
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益   

受入手数料 4,267 4,822

トレーディング損益 1,139 1,014

金融収益 473 284

その他の営業収益 △120 39

営業収益計 5,759 6,161

金融費用 225 163

純営業収益 5,533 5,998

販売費・一般管理費   

取引関係費 791 777

人件費 2,816 2,664

不動産関係費 733 615

事務費 1,202 1,131

減価償却費 305 266

租税公課 87 88

貸倒引当金繰入れ － 75

その他 549 448

販売費・一般管理費計 6,486 6,069

営業損失（△） △952 △71

営業外収益   

受取利息 － 28

受取配当金 － 126

投資不動産賃貸料 － 268

その他 － 68

営業外収益計 400 491

営業外費用   

支払利息 － 93

不動産賃貸費用 － 146

投資事業組合運用損 － 532

持分法による投資損失 － 40

その他 － 27

営業外費用計 145 840

経常損失（△） △698 △419
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 329

貸倒引当金戻入額 26 360

役員賞与引当金戻入額 18 －

金融商品取引責任準備金戻入 813 23

持分変動利益 21 －

特別利益計 879 712

特別損失   

固定資産除却損 253 0

投資有価証券評価損 137 95

減損損失 398 －

関係会社整理損 － 9

役員特別退職金 192 －

特別損失計 981 104

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（△）

△800 188

法人税、住民税及び事業税 25 14

法人税等調整額 783 △55

法人税等合計 809 △40

少数株主利益 － 7

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,609 222
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 △800 188

減価償却費 305 308

減損損失 398 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △284

賞与引当金の増減額（△は減少） △133 17

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △69 △266

受取利息及び受取配当金 △824 △439

支払利息 233 257

持分法による投資損益（△は益） 38 40

投資有価証券売却損益（△は益） － △329

関係会社整理損 － 9

持分変動損益（△は益） △21 －

投資有価証券評価損益（△は益） 137 95

固定資産売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 253 0

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 671 △914

立替金の増減額（△は増加） 495 △227

短期差入保証金の増減額（△は増加） 532 1,609

前払年金費用の増減額（△は増加） 11 39

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増
加）

△818 58

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △61 16

信用取引資産の増減額（△は増加） 6,907 △9,707

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △813 △23

預り金の増減額（△は減少） 332 1,679

トレーディング商品（負債）の増減額（△は減
少）

229 △117

信用取引負債の増減額（△は減少） △3,492 3,466

受入保証金の増減額（△は減少） △137 497

その他 △417 815

小計 2,901 △3,211

利息及び配当金の受取額 813 391

利息の支払額 △233 △259

法人税等の支払額 △315 △16

法人税等の還付額 － 592

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,165 △2,504
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,950 △1,000

有価証券の償還による収入 1,008 100

有形固定資産の取得による支出 △38 △37

有形固定資産の売却による収入 2 －

無形固定資産の取得による支出 △49 △5

投資有価証券の取得による支出 △468 △391

投資有価証券の売却による収入 397 64

差入保証金の差入による支出 △11 △6

差入保証金の回収による収入 47 54

貸付けによる支出 △51 △1

貸付金の回収による収入 10 58

長期前払費用の取得による支出 △140 －

定期預金の預入による支出 △500 △500

定期預金の払戻による収入 500 500

その他 7 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,236 △1,160

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） △1,070 △100

配当金の支払額 △343 △237

自己株式の取得による支出 △239 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,653 △337

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △723 △4,009

現金及び現金同等物の期首残高 16,236 18,358

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 729 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,243 14,348

藍澤證券(株)（8708）平成22年3月期　第2四半期決算短信

－　10　－



該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半期連

結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）ならびに前第２四半期連結累計期間（自 

平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日

至 平成21年９月30日） 

当社グループは、a)有価証券の売買等、b)有価証券の売買等の委託の媒介、c)有価証券の引受およ

び売出し、d)有価証券の募集および売出しの取扱い、e)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、「投資・金融サービス業」という単一の事業であります。従いまして、開示対象となるセ

グメントはありませんので、記載を省略しております。  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半期連

結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）ならびに前第２四半期連結累計期間（自 

平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日

至 平成21年９月30日） 

在外子会社および重要な在外支店がないため、記載を省略しております。   

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半期連

結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）ならびに前第２四半期連結累計期間（自 

平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）および当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日

至 平成21年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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概況資料（連結） 

 
  

6. その他の情報

 (1) 手数料収入

  ① 科目別内訳 （単位：百万円）

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

前年同四半期比
（％） 前連結会計年度

委託手数料 2,970 3,665 123.4 5,495

（ 株券 ） （ 2,949 ） （ 3,623 ） （ 122.9 ） （ 5,425 ）

（ 債券 ） （ 0 ） （ 4 ） （ 495.4 ） （ 3 ）

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

4 0 22.4 7

（ 株券 ） （ 2 ） （ 0 ） （ 26.4 ） （ 4 ）

（ 債券 ） （ 1 ） （ 0 ） （ 12.4 ） （ 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

759 849 111.8 1,318

その他の受入手数料 532 307 57.7 843

合計 4,267 4,822 113.0 7,664

  ② 商品別内訳 （単位：百万円）

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

前年同四半期比
（％） 前連結会計年度

株券 2,981 3,657 122.7 5,485

債券 4 5 117.8 16

受益証券 1,204 1,121 93.1 2,037

その他 76 38 49.7 124

合計 4,267 4,822 113.0 7,664

 (2) トレーディング損益 （単位：百万円）

前第２四半期
連結累計期間

当第２四半期
連結累計期間

前年同四半期比
（％） 前連結会計年度

株券等 410 590 144.0 869

債券等・その他 728 423 58.1 881

（ 債券等 ） （ 194 ) （ 83 ) （ 42.9 ) （ 232 )

（ その他 ） （ 534 ) （ 340 ) （ 63.7 ) （ 648 )

合計 1,139 1,014 89.1 1,750
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 (3) 連結損益計算書四半期推移 

 
  

（単位：百万円）

区  分

前連結会計年度 当連結会計年度

第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期

H20. 7. 1 H20.10. 1 H21. 1. 1 H21. 4. 1 H21. 7. 1

H20. 9.30 H20.12.31 H21. 3.31 H21. 6.30 H21. 9.30

営業収益

受入手数料 1,874 1,739 1,657 2,592 2,229

委託手数料 1,250 1,353 1,171 2,033 1,632

引受け・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の手数料

2 1 1 0 0

募集・売出し・特定投資家向け
売付け勧誘等の取扱手数料

363 216 342 417 432

その他 258 168 142 142 164

トレーディング損益 317 234 376 657 356

金融収益 238 158 126 129 155

その他の営業収益 △60 11 △212 24 15

営業収益計 2,370 2,144 1,947 3,404 2,757

金融費用 114 87 82 83 79

純営業収益 2,255 2,057 1,865 3,320 2,677

販売費・一般管理費

取引関係費 385 319 339 386 390

人件費 1,327 1,371 1,203 1,364 1,300

不動産関係費 361 401 386 319 296

事務費 602 699 582 606 525

減価償却費 155 153 163 132 133

租税公課 15 30 16 62 25

その他 247 250 251 279 244

販売費・一般管理費計 3,096 3,225 2,944 3,151 2,917

営業利益 △840 △1,168 △1,078 168 △240

営業外収益 42 99 66 288 203

営業外費用 123 42 179 189 650

経常利益 △921 △1,111 △1,191 267 △687

特別利益 18 96 179 23 689

特別損失 783 2,563 118 9 95

税金等調整前四半期純利益 △1,685 △3,578 △1,131 282 △93

税金費用 628 358 47 △7 △33

少数株主利益 ― ― ― 4 3

四半期（当期）純利益 △2,314 △3,936 △1,178 285 △63
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概況資料（単体） 

 
  

 (1) 株式売買高（先物取引等を除く） （単位：百万株・百万円）

前第２四半期
累計期間

当第２四半期
累計期間

前年同四半期比 
（％） 前期

株数 金額 株数 金額 株数 金額 株数 金額

合計 3,623 2,305,031 5,357 1,902,331 147.8 82.5 6,844 3,735,183

自己 1,792 1,309,608 2,576 1,023,673 143.8 78.2 3,276 2,095,683

委託 1,831 995,422 2,780 878,658 151.8 88.3 3,567 1,639,499

委託比率 50.5% 43.2% 51.9% 46.2% 52.1% 43.9%

東証シェア 0.58% 0.36% 0.72% 0.43% 0.53% 0.35%

１株当たりの委託手数料 1円61銭 1円30銭 1円52銭

 (2) 引受・募集・売出しの取扱高 （単位：百万株・百万円）

前第２四半期
累計期間

当第２四半期
累計期間

前年同四半期比 
（％） 前期

引 
受 
高

株券 (株数) 0 0 153.1% 0

株券 (金額) 348 194 55.8% 368

債券 (額面金額) 349 88 25.4% 911

コマーシャル・

ペーパー及び外

国証券

(額面金額) ― ― ― ―

の
取
扱
高
※

募
集
売
出
し

株券 (株数) 0 0 152.9% 0

株券 (金額) 349 194 55.7% 370

債券 (額面金額) 849 483 57.0% 2,011

受益証券 (額面金額) 244,045 337,464 138.3% 514,530

コマーシャル・

ペーパー及び外

国証券

(額面金額) ― ― ― ―

 (3) 自己資本規制比率 （単位：百万円）

前第２四半期末 当第２四半期末 前期末

基本的項目 資本合計 (A) 47,936 42,506 42,389

補完的項目

評価差額金（評価益）等 2,072 2,011 1,431

金融商品取引責任準備金 250 226 250

一般貸倒引当金 166 139 61

計 (B) 2,489 2,377 1,743

控除資産 (C) 14,612 16,233 16,817

固定化されていない自己資本 
(A)+(B)-(C) (D) 35,813 28,649 27,316

リスク相当額

市場リスク相当額 1,924 1,521 1,294

取引先リスク相当額 1,447 1,183 819

基礎的リスク相当額 3,324 2,930 3,123

計 (E) 6,696 5,635 5,238

自己資本規制比率 (D)／(E)×100 534.8% 508.3% 521.4%
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