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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 2,521 36.3 2,474 43.2 △184 ― △228 ― 122 ―

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

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 ％ ％ ％

22年3月期 6.11 3.89 4.1 △2.8 △7.3

21年3月期 △128.32 ― △61.5 △16.4 △117.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △14百万円 21年3月期  △3百万円

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 ％

22年3月期 6,709 3,019 45.0 150.97 398.1
21年3月期 9,403 2,881 30.6 144.04 260.0

（参考） 自己資本   22年3月期  3,019百万円 21年3月期  2,881百万円

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

22年3月期 △2,751 988 199 1,690
21年3月期 △1,020 1,609 △553 3,253

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
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益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。 

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 20,013,042株 21年3月期 20,013,042株

② 期末自己株式数 22年3月期  10,898株 21年3月期  10,698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、平成20年秋の金融危機以降、世界的な需要低迷の影響を強く受ける中、政

府の経済対策効果により、若干の需要回復が見られましたが、デフレ基調の継続や厳しい雇用情勢が続き、先行きの

不透明な状況の中で推移してまいりました。 

 株式市場においては、期初8,351円で始まった日経平均株価は、世界景気や企業業績の底入れ期待を反映し、順調

に推移いたしました。特に平成21年８月から９月にかけては、海外株式相場が上昇基調となったことや、それに伴う

日本株式の出遅れ感に着目した海外投資家の買いなどもあり、日経平均株価は10,000円台を回復いたしました。平成

21年秋以降は、民主党政権発足に伴う政策の不透明感は残るものの、日銀の２度にわたる金融緩和や米国株の上昇が

刺激となって順調に推移し、期末の日経平均株価の終値は11,089円となりました。 

 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（前期比72.8％増）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 

 当社の委託売買高は2,454億円（前期比4.6％減）、委託売買株数は４億53百万株（前期比4.1％増）となったこ

とから、株式委託手数料は、12億１百万円（前期比52.6％増）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12億４百万円（前期比51.7％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 

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４百万円（前期比88.5％減）

と減少しましたが、受益証券の取扱手数料が４億46百万円（前期比791.2％増）と増加したため、合計４億51百万

円（前期比395.9％増）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、１億18百万円（前期比16.4％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、６億25百万円（前期比4.3％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１億31百万円（前期比65.1％減）となりました。債券等トレーディング損益は４億93百万円（前期

比78.5％増）となりました。 

  

③ 金融収支 

 金融収益が１億20百万円（前期比28.4％減）となりましたが、金融費用が46百万円（前期比61.8％減）となった

ことにより、金融収支は74百万円（前期比57.8％増）となりました。 

④ 販売費・一般管理費 

 販売費・一般管理費は、希望退職等による人員減や株券等のトレーディング損益が減少したことによる報酬減に

より、人件費等が５億27百万円減の12億57百万円（前期比29.6％減）、不動産関係費が２億98百万円減の２億99百

万円（前期比49.9％減）、取引関係費が２億44百万円減の４億５百万円（前期比37.6％減）等により合計12億42百

万円減少し、合計26億59百万円（前期比31.8％減）となりました。 

⑤ 特別損益 

 特別利益として、未上場有価証券等の売却による投資有価証券売却益４億35百万円、事業分離における移転利益

45百万円、金融商品取引責任準備金戻入35百万円等により合計５億42百万円を計上いたしました。 

特別損失として、事業分離関連費用73百万円、顧客係争に関する和解金40百万円、本社移転費用33百万円、店舗

統廃合費用15百万円などで合計１億83百万円を計上いたしました。  

  

以上の結果、当社の営業損失は１億84百万円（前期は21億73百万円の営業損失）、経常損失は２億28百万円（前

期は21億28百万円の経常損失）、当期純利益は１億22百万円（前期は25億66百万円の当期純損失）となりました。

  

１．経営成績

17億74
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(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に絞り、取扱商品は従来の株式に加え、投資信託を中心に据えるなど、

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25億21百万円の

うち株式委託手数料が12億１百万円（営業収益に対する構成比47.7％）、株券等のトレーディング損益が１億31百

万円（同5.2％）、合計で13億33百万円（同52.9％）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、現金・預金の減少15億62百万円、預託金の減少11億19百万円、長期差入保証金の減少１億38

百万円等により、前期比26億94百万円減少し、67億９百万円(前期比28.7％減）となりました。 

 総負債は、信用取引負債の減少15億90百万円、預り金の減少５億75百万円、受入保証金の減少５億70百万円等に

より前期比28億33百万円減少し、36億89百万円（前期比43.4％減）となりました。 

 純資産合計は、１億38百万円増加し、30億19百万円(前期比4.8％増）となりました 

 また、当期末の自己資本規制比率は、398.1％と前期比138.1ポイント上昇いたしました。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

  現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高に比べて15億62百万円減少し、16億90百万円となりました。 

 (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、27億51百万円の減少（前期は10億20百万円の減少)となりまし

た。これは主として、信用取引資産および信用取引負債の減少21億40百万円、約定見返勘定１億47百万円の増加、

その他の負債の減少２億20百万円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、９億88百万円の増加（前期は16億９百万円の増加）となりまし

た。これは主として、事業分離による収入５億36百万円、投資有価証券の売却による収入５億23百万円、有形固定

資産の取得による支出１億円が生じたことによるものであります。  

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当期の財務活動によるキャッシュ・フローは、１億99百万円の増加（前期は５億53百万円の減少)となりまし

た。これは主として、短期借入金の増加２億円によるものであります。  

(3）利益配分に関する基本方針および当期・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。 

 当事業年度は、当期純利益１億22百万円を計上いたしましたが、利益剰余金が大幅なマイナスであり、配当可能

利益を生むに至らず、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。  

  

丸八証券株式会社（8700）　平成22年3月期決算短信（非連結）

－4－



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）。  

  

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。  
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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10,416,666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。  

  

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。  
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  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、募集・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３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22年４月、平成27年３月期までの５カ年を対象とする新経営計画を策定するとともに、次に掲げる基本

理念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、基本方針として次の３項目を掲げております。 

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 

  当社は平成22年４月に策定した新経営計画において、平成27年３月末までに預り資産を4,000億円（そのうち投資

信託残高2,000億円）に積み上げることを目標に掲げました。この目標を達成するための具体的なアクションプラン

として、①営業基盤の拡大、②収益構造の改善、③お客様戦略、④商品戦略、⑤コンプライアンス強化、⑥上場企業

としての責務、⑦人材の育成、の７つを設定いたしました。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

    当社は、平成22年４月に策定した新経営計画において、当社の目指す方向性として、「地元愛知に特化」と「コン

プライアンス重視」の２つを掲げております。 

「地元愛知に特化」とは、愛知県内に経営資源を集中させ、地元のお客様の未来の安心をサポートすることに全力

を尽くすということであります。また、「コンプライアンス重視」とは、「グッド・コンプライアンスは、グッド・

ビジネス」を合言葉に、全役職員が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（利害関係者）に安心

を提供することであります。 

  一方、平成20年11月１日に契約を締結したエース証券株式会社との包括的業務提携を推進し、黒字化の定着を図る

ための重点施策として、①経営の安定化（市況に左右されない収益構造を確立するための投資信託営業の強化）、②

商品提供力の強化（エース証券株式会社との包括的業務提携により可能となったオリジナル商品の投入）、③営業体

制の拡充（営業社員の積極的採用や、直間比率の見直し）の３項目を打ち出しました。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

当社は、第65期から第67期までの間、３期連続して赤字を計上した結果、財政状態が急激に悪化いたしました。こ

のため、第67期においては、自己資本の増強を図るため、エース証券株式会社との包括的業務提携に基づき新株予約

権付社債を発行し、資金調達を行いました。 

当事業年度は、上記調達資金を活用して収益の悪化していた通信事業部門の事業分離や事務所の整理統合を行うと

ともに、投資有価証券の売却を実施するなど、資産の効率化および財務体質の強化に努めました。 

この結果、当事業年度は当期純利益１億22百万円と、 終損益としては黒字化を達成したものの、経常利益では依

然として赤字が続いております。 

今後は、経常利益段階での黒字化を達成するために、投資信託等の販売を強化し、株式市況に影響されにくい収益

構造への転換を図るとともに、更なるコスト削減・業務の効率化に努めてまいります。   

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

当社が平成21年２月23日に元職員ら４名に対して提訴いたしました損害賠償請求裁判（取引一任勘定取引）および

平成21年５月１日に元相談役ら４名に対して提訴いたしました損害賠償請求裁判（相場固定）は、２件とも継続中で

あります。 

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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 3,253,694 1,690,694

預託金 1,809,230 689,770

顧客分別金信託 1,718,440 598,979

その他の預託金 90,790 90,790

トレーディング商品 14,899 13,331

商品有価証券等 14,899 13,331

約定見返勘定 1,059 148,851

信用取引資産 2,797,168 2,851,103

信用取引貸付金 2,542,411 2,645,203

信用取引借証券担保金 254,756 205,899

立替金 9,289 －

顧客への立替金 329 －

その他の立替金 8,959 －

短期差入保証金 220,000 224,660

短期貸付金 2,649 441

前払金 395 －

前払費用 19,568 21,469

未収入金 80,693 15,122

未収収益 50,763 89,969

貸倒引当金 △4,623 △3,390

流動資産計 8,254,787 5,742,024

固定資産   

有形固定資産 385,305 428,766

建物 116,648 142,135

器具備品 71,790 89,763

土地 196,866 196,866

無形固定資産 2,939 3,049

借地権 2,273 2,273

電話加入権 666 666

ソフトウエア － 110

投資その他の資産 760,721 535,396

投資有価証券 217,115 149,861

関係会社株式 39 2,000

その他の関係会社有価証券 96,624 82,416

出資金 2,020 2,020

従業員に対する長期貸付金 59,683 43,171

長期差入保証金 340,018 201,936

長期前払費用 － 440

長期立替金 93,112 95,915

その他 64,000 53,100

貸倒引当金 △111,892 △95,464

固定資産計 1,148,966 967,212

資産合計 9,403,753 6,709,236
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

信用取引負債 2,617,043 1,026,367

信用取引借入金 2,159,448 928,009

信用取引貸証券受入金 457,594 98,358

預り金 1,080,427 505,316

顧客からの預り金 986,719 382,606

その他の預り金 93,707 122,709

受入保証金 736,594 166,532

短期借入金 200,000 400,000

未払金 20,002 9,392

未払費用 123,442 96,732

リース資産減損勘定 192,638 171,199

未払法人税等 11,922 17,873

賞与引当金 48,000 46,000

流動負債計 5,030,072 2,439,415

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 1,000,000 1,000,000

繰延税金負債 － 7,654

退職給付引当金 204,357 178,202

長期リース資産減損勘定 219,186 38,106

その他 8,750 1,100

固定負債計 1,432,294 1,225,062

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 60,151 24,943

特別法上の準備金計 60,151 24,943

負債合計 6,522,517 3,689,421

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 －

別途積立金 247,607 247,607

繰越利益剰余金 △2,479,648 △2,195,346

利益剰余金合計 △1,566,007 △1,443,878

自己株式 △3,418 △3,427

株主資本合計 2,886,473 3,008,593

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,237 11,221

評価・換算差額等合計 △5,237 11,221

純資産合計 2,881,236 3,019,815

負債・純資産合計 9,403,753 6,709,236
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益   

受入手数料 1,026,923 1,774,861

委託手数料 794,356 1,204,981

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

91,065 451,603

その他の受入手数料 141,501 118,276

トレーディング損益 653,795 625,371

金融収益 168,611 120,807

営業収益計 1,849,330 2,521,040

金融費用 121,429 46,352

純営業収益 1,727,900 2,474,688

販売費・一般管理費 3,901,639 2,659,545

取引関係費 650,244 405,592

人件費 1,784,631 1,257,249

不動産関係費 597,308 299,018

事務費 661,561 581,276

減価償却費 102,796 43,774

租税公課 38,121 27,706

その他 66,975 44,927

営業損失（△） △2,173,738 △184,856

営業外収益   

受取配当金 62,267 13,261

その他 8,368 2,878

営業外収益計 70,636 16,139

営業外費用   

社債利息 6,328 35,000

投資事業組合運用損 3,304 14,207

貸倒引当金繰入額 11,625 5,393

委託手数料返戻金 － 4,142

社債発行費 3,229 －

その他 1,305 1,529

営業外費用計 25,792 60,273

経常損失（△） △2,128,895 △228,990
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 444,030 435,544

事業分離における移転利益 － 45,000

金融商品取引責任準備金戻入 348,634 35,208

賞与引当金戻入額 77,006 21,763

受取和解金 － 4,883

ゴルフ会員権売却益 － 47

証券市場基盤整備基金拠出金戻入額 23,432 －

特別利益計 893,103 542,447

特別損失   

事業分離関連費用 － 73,156

和解金 － 40,857

本社移転費用 － 33,721

店舗統廃合費用 10,594 15,003

減損損失 1,017,189 11,833

投資有価証券評価損 42,900 5,032

ゴルフ会員権評価損 4,850 2,000

固定資産除却損 5,668 1,814

ゴルフ会員権売却損 12,965 238

関係会社株式評価損 1,460 39

その他の関係会社有価証券評価損 2,745 －

過怠金 250,000 －

罰金 25,000 －

割増退職金 9,063 －

その他 445 －

特別損失 1,382,882 183,697

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,618,674 129,759

法人税、住民税及び事業税 7,621 7,630

法人税等調整額 △59,465 －

法人税等合計 △51,843 7,630

当期純利益又は当期純損失（△） △2,566,830 122,128
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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   

役員退職慰労積立金   

前期末残高 162,174 162,174

当期変動額   

役員退職慰労積立金の取崩 － △162,174

当期変動額合計 － △162,174

当期末残高 162,174 －

建物圧縮積立金   

前期末残高 87,181 －

当期変動額   

建物圧縮積立金の取崩 △87,181 －

当期変動額合計 △87,181 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 2,754,245 247,607

当期変動額   

別途積立金の取崩 △2,506,638 －

当期変動額合計 △2,506,638 －

当期末残高 247,607 247,607

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,506,638 △2,479,648

当期変動額   

別途積立金の取崩 2,506,638 －

役員退職慰労積立金の取崩 － 162,174

建物圧縮積立金の取崩 87,181 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,566,830 122,128

当期変動額合計 26,989 284,302

当期末残高 △2,479,648 △2,195,346
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 1,000,823 △1,566,007

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,566,830 122,128

当期変動額合計 △2,566,830 122,128

当期末残高 △1,566,007 △1,443,878

自己株式   

前期末残高 △3,052 △3,418

当期変動額   

自己株式の取得 △365 △8

当期変動額合計 △365 △8

当期末残高 △3,418 △3,427

株主資本合計   

前期末残高 5,453,669 2,886,473

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,566,830 122,128

自己株式の取得 △365 △8

当期変動額合計 △2,567,196 122,120

当期末残高 2,886,473 3,008,593

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 15,384 △5,237

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,621 16,459

当期変動額合計 △20,621 16,459

当期末残高 △5,237 11,221

評価・換算差額等合計   

前期末残高 15,384 △5,237

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,621 16,459

当期変動額合計 △20,621 16,459

当期末残高 △5,237 11,221

純資産合計   

前期末残高 5,469,054 2,881,236

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △2,566,830 122,128

自己株式の取得 △365 △8

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,621 16,459

当期変動額合計 △2,587,818 138,579

当期末残高 2,881,236 3,019,815
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,618,674 129,759

減価償却費 102,796 43,774

事業分離関連費用 － 73,156

減損損失 1,017,189 11,833

和解金 － 40,857

本社移転費用 － 33,721

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,977 △17,660

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △408,786 －

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 60,151 △35,208

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,713 △26,155

受取利息及び受取配当金 △67,819 △16,429

支払利息 51,581 39,506

事業分離における移転利益 － △45,000

社債発行費 3,229 －

賞与引当金戻入額 △77,006 △21,763

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 △435,544

投資有価証券評価損益（△は益） 42,900 5,032

固定資産除却損 5,668 1,814

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 12,965 190

ゴルフ会員権評価損 4,850 2,000

関係会社株式評価損 1,460 39

投資事業組合運用損益（△は益） － 14,207

受取和解金 － △4,883

その他の関係会社有価証券評価損 2,745 －

過怠金 250,000 －

罰金 25,000 －

店舗統廃合費用 10,594 15,003

貸付金の増減額（△は増加） △1,266 2,208

預託金の増減額（△は増加） 642,232 508,539

立替金の増減額（△は増加） 15,133 6,486

短期差入保証金の増減額（△は増加） 372,000 △4,660

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △761,678 △561,949

トレーディング商品の増減額 △8,675 1,567

約定見返勘定の増減額（△は増加） 4,046 △147,791

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 1,124,626 △2,140,257

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △89,405 －

その他の資産の増減額（△は増加） 26,229 190,053

その他の負債の増減額（△は減少） △45,383 △220,701

小計 △730,021 △2,558,251
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利息及び配当金の受取額 67,819 16,429

利息の支払額 △43,181 △39,790

和解金の受取額 － 1,453

和解金の支払額 － △42,300

事業分離関連費用の支払額 － △73,136

本社移転費用の支払額 － △33,538

過怠金の支払額 △250,000 －

罰金の支払額 △25,000 －

リース解約等に伴う支払額 △25,748 △15,003

法人税等の支払額 △14,819 △7,441

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,020,951 △2,751,580

投資活動によるキャッシュ・フロー   

事業分離による収入 － 536,856

関係会社株式の取得による支出 － △2,000

有形固定資産の取得による支出 △75,344 △100,743

有形固定資産の売却による収入 395,904 －

無形固定資産の取得による支出 △10,547 △165

投資有価証券の取得による支出 △535 －

投資有価証券の売却による収入 1,254,000 523,322

従業員に対する長期貸付けによる支出 △11,770 △3,940

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 11,157 20,451

ゴルフ会員権の償還による収入 12,765 945

ゴルフ会員権の売却による収入 300 1,850

差入保証金の差入による支出 △8,268 △32,067

差入保証金の回収による収入 42,334 44,079

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,609,995 988,588

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） △550,000 200,000

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 △365 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △553,594 199,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 35,449 △1,562,999

現金及び現金同等物の期首残高 3,218,244 3,253,694

現金及び現金同等物の期末残高 3,253,694 1,690,694
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

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、以下のとおりであります。

 建物   ３年～50年 

 器具備品 ３年～20年 

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） 

           同左  

(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（リース資産を除く） 

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。 

(3）リース資産 

           同左  
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前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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）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。 

(4）金融商品取引責任準備金 

           同左  

５ 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。 

５ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

            同左  

６ 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。 

６ 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20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（損益計算書） 

１．前事業年度において、「受取配当金」は、「営業外

収益」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「営業外収益」に含まれている「受

取配当金」は56,775千円であります。 

２．前事業年度において、「投資事業組合運用損」は、

「営業外費用」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「営業外費用」に含まれている「投

資事業組合運用損」は9,012千円であります。 

３．前事業年度において、「その他の関係会社有価証券

評価損」は、「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。  

         ────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（キャッシュ・フロー計算書）  

営業活動によるキャッシュ・フローの「投資事業組合運

用損」は、重要性が増したため、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「投資事業組合運用損」は、3,304

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21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22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       495,176千円

器具備品 289,152 

計  784,329

建物        千円500,222

器具備品  184,609

計  684,831

 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   108,287千円

建物 77,722 

土地       183,402 

計  369,412

定期預金    千円200,000

投資有価証券   34,096

建物  67,635

土地         183,402

計  485,133

（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。

（注） 上記のほかに、信用取引借入金の担保として保

管有価証券 千円、為替予約取引の担

保として定期預金 千円、リース債務の担

保として投資有価証券 千円を差し入れて

おります。 

1,681,292

30,000

79,592

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  110,000千円 短期借入金   千円310,000

３ 差し入れた有価証券の時価額 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

信用取引貸証券    千円111,266

信用取引借入金の本担保証

券 
   917,888

計  1,029,155

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 

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

信用取引貸付金の本担保証

券 

   千円2,638,256

信用取引借証券    205,850

受入保証金代用有価証券        3,530,033

計  6,374,140

 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。 

 ５ 転換社債型新株予約権付社債 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。 

1,000,000

 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。          

金融商品取引責任準備金 金融商品取引法第46条の５ 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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前事業年度（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、一括法により負債に計上される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。 

   

（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  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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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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  

  

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）  10  0  －  10

合計  10  0  －  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 

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 

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

 合計 －    20,416,666    －    －    20,416,666    －
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  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ております。  

  

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ております。 

  

  

                                                    

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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   3,253,694千円

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 

「現金・預金」勘定    千円1,690,694

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     1,690,694

  

―――――  
  

  ２ 当事業年度に事業の譲渡により減少した資産及び 

    負債の主な内訳は次のとおりであります。  

  

  
  

流動資産    千円8,044,398

 資産合計     8,044,398

流動負債     6,890,106

 負債合計     6,890,106

（リース取引関係）

（金融商品関係）
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前事業年度（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。 

  

（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  14,899  －  －

受益証券  －  －  －

丸八証券株式会社（8700）　平成22年3月期決算短信（非連結）

－26－



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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当事業年度（平成22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  13,331  －  －

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5,032千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、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  72,609  91,485  18,876

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの 
                 

株式  7,649  7,649  －

合計  80,258  99,134  18,876

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 523,322  435,544  －

内容 貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式  2,000

その他の関係会社有価証券  82,416

その他有価証券  50,726

非上場株式  50,726
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（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 千円401,737

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

イ 退職給付債務 

期末自己都合退職要支給額 千円318,180

年金受給者の責任準備金      3,850

計     322,030

ロ 年金資産（時価）    143,828

ハ 退職給付引当金（イ－ロ）    178,202

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     千円92,183

(2) 臨時に支払った割増退職金   9,063

計  101,246

   勤務費用     千円13,215

計  13,215

（ストック・オプション等関係）

前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日）  

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成22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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当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

事業分離 

１ 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日および法的形式を含む事業分離の

 概要 

 （1）分離先企業の名称 

   オリックス証券株式会社 

 （2）分離した事業の内容 

   インターネットおよび電話を活用した通信取引事業 

 （3）事業分離を行った主な理由 

   当社は、対面取引事業に加えて、平成10年からインターネット取引を柱に、お客様の利便性を追求したサービスの

  提供および対面取引との相互補完をめざし通信取引事業を展開してまいりましたが、インターネット取引の急速な普

  及とともに手数料の値下げ競争等が激化する中、収益が見合わなくなってまいりました。 

   今後、収益力の向上を図るためには、地元愛知県の対面取引事業に経営資源を集中させることが不可欠であるとの

  認識に至りました。 

   本事業の強化を図るオリックス証券株式会社のニーズと対面取引事業に経営資源を集中した事業展開をめざす当社

  のニーズが合致したことから、吸収分割契約を行い、本事業を分割することとなりました。 

 （4）事業分離日 

   平成21年12月27日 

 （5）法的形式を含む事業分離の概要 

   当社を吸収分割会社、オリックス証券株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割 

  

２ 実施した会計処理の概要 

 （1）移転損益の金額 

   45,000千円 

 （2）移転した事業に係る資産および負債の適正な帳簿価額ならびにその主な内訳 

  

３ 当事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 

   営業収益  196,672千円  

   営業損失   70,602千円 

  

（企業結合等関係）

流動資産 千円 8,044,398

資産合計 千円 8,044,398

流動負債 千円 6,890,106

負債合計 千円 6,890,106
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22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 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  －

繰延税金資産     

賞与引当金 千円18,653

減価償却費超過額  43,820

貸倒引当金超過額  34,795

退職給付引当金  72,261

金融商品取引責任準備金  10,114

ゴルフ会員権評価損  811

投資有価証券評価損  63,611

未払事業税  4,201

繰越欠損金  1,648,537

減損損失  485,274

その他  7,120

繰延税金資産 小計  2,389,202

評価性引当額  △2,389,202

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  

 

  

    

7,654

繰延税金負債 合計    7,654

繰延税金負債の純額  7,654

 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  

       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。  

   

  （％）

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  4.45

受取配当金等永久に損金に算入されない  △1.76

項目   

住民税均等割  5.88

評価性引当金の増減  △40.79

その他  △2.45

税効果会計適用後の法人税等の負担率  5.88

（持分法損益等）

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

関連会社に対する投資の金額（千円）  93,371  81,250

持分法を適用した場合の投資の金額（千円）  93,371  80,693

持分法を適用した場合の投資利益（△は損失）の金額

（千円） 
 △3,158  △14,678
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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ております。 

  

 当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  

 （追加情報） 

 当事業年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）お

よび「賃貸等不動産の時価等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23号 平成20年11月28

日）を適用しております。 

  

 記載すべき事項はありません。  

（関連当事者情報）

（賃貸等不動産関係）
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（注） １株当たり当期純利益、当期純損失および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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 円144.04

１株当たり当期純損失金額 円128.32

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     円

１株当たり純資産額 円150.97

１株当たり当期純利益金額 円6.11

3.89

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は当期純

損失（△）  
           

損益計算書上の当期純利益又は当期純

損失（△）（千円） 
 △2,566,830  122,128

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）（千円） 
 △2,566,830  122,128

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）  20,003  20,002

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
           

当期純利益調整額（千円）  －  35,000

  （うち社債利息）   －  35,000

普通株式増加数（千株）   －  20,416

  （うち新株予約権付社債）  －  20,416

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  

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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  該当事項はありません。 

  

（重要な後発事象）
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平成22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  794,356  1,204,981  151.7

（株券）  (787,791)  (1,201,955)  (152.6)

（債券）  (2,476)  (1,605)  (64.8)

（受益証券）  (4,088)  (1,420)  (34.7)

募集・売出し・特定投資

家向け売付け勧誘等の取

扱手数料 

 91,065  451,603  495.9

（債券）  (40,918)  (4,689)  (11.5)

（受益証券）  (50,146)  (446,913)  (891.2)

その他の受入手数料  141,501  118,276  83.6

（株券）  (12,540)  (10,956)  (87.4)

（債券）  (774)  (838)  (108.3)

（受益証券）  (119,682)  (102,815)  (85.9)

（その他）  (8,503)  (3,665)  (43.1)

合計  1,026,923  1,774,861  172.8

  前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

株券  800,332  1,212,912  151.6

債券  44,169  7,134  16.2

受益証券  173,917  551,149  316.9

その他  8,503  3,665  43.1

合計  1,026,923  1,774,861  172.8

  前事業年度（千円） 当事業年度（千円） 前期比（％）

株券等  377,198  131,545  34.9

債券等  276,597  493,826  178.5

合計  653,795  625,371  95.7
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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）  2,875  3,167

   リ  ス  ク  相  当  額   (Ｂ)  1,105  795

  市場リスク相 当 額     11  12

  取引先リスク相当額     68        70

  基礎的リスク相当額     1,026  712

  自 己 資 本 規 制 比 率 

  (Ａ) / (Ｂ) × １００  
％   260.0  398.1
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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20.10.１ 

至20.12.31 

前第４四半期

自21.１.１ 

至21.３.31 

当第１四半期

自21.４.１ 

至21.６.30 

当第２四半期

自21.７.１

至21.９.30

当第３四半期 

自21.10.１ 

至21.12.31 

当第４四半期

自22.１.１

至22.３.31

営業収益  433  351  600  687  648  585

受入手数料  252  200  435  445  460  432

トレーディング損益  146  121  134  200  154  136

金融収益  35  29  29  40  33  16

金融費用  26  24  13  15  12  5

純営業収益  407  327  586  671  636  579

販売費・一般管理費  963  874  700  717  657  596

取引関係費  152  143  107  115  102  79

人件費  448  387  323  327  299  306

不動産関係費  146  139  86  85  81  45

事務費  168  145  148  154  148  129

減価償却費  25  27  9  9  9  14

租税公課  6  19  5  5  5  11

その他  16  12  19  18  9  9

営業利益  △556  △547  △113  △45  △21  △16

営業外収益  1  2  13  0  1  1

営業外費用  5  5  8  18  8  23

経常利益  △560  △550  △109  △63  △28  △39

特別利益  50  416  41  16  56  441

特別損失  11  1,064  4  46  100  33

税引前四半期純利益  △521  △1,199  △72  △93  △72  368

法人税、住民税及び事業税  1  1  1  1  1  1

法人税等調整額  △0  △57  －  －  －  －

四半期純利益  △522  △1,144  △74  △95  △74  366
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