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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 11,111 12.8 10,804 14.3 △810 ― △1,278 ― △1,167 ―

21年3月期 9,851 ― 9,456 ― △3,199 ― △3,000 ― △6,724 ―

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 △24.58 ― △2.7 △1.5 △7.5

21年3月期 △138.92 ― △14.0 △3.4 △33.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △40百万円 21年3月期  △60百万円

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

22年3月期 88,716 43,046 48.5 905.75
21年3月期 80,662 44,847 54.3 922.30

（参考） 自己資本   22年3月期  43,046百万円 21年3月期  43,832百万円

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 1,764 1,228 △745 20,605
21年3月期 7,569 △4,364 △1,816 18,358

2.  配当の状況 

(注)配当予想の当連結会計年度における修正の有無  無 
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。 
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
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― ― ― 5.00 5.00 237 ― 0.5
22年3月期 ― 3.00 ― 2.00 5.00 237 ― 0.3

23年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
(注)連結業績予想数値の当連結会計年度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。このため、業績数値が確定した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) 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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定上の基礎となる株式数については、 37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 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 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  1,999,907株 21年3月期  1,999,907株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 11,269 10.8 10,962 12.1 △607 ― △1,256 ― △1,265 ―

21年3月期 10,173 △37.0 9,778 △35.8 △2,800 ― △2,847 ― △6,592 ―

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

22年3月期 △26.63 ―

21年3月期 △136.20 ―

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 83,052 43,214 52.0 909.28 569.5
21年3月期 75,550 44,058 58.3 927.05 521.4

（参考） 自己資本 22年3月期  43,214百万円 21年3月期  44,058百万円

※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大きく変動する可能性があるため、当社グループは業績の予想の開示を行
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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当連結会計年度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。特に中国を中心とした新興国の回復は著しいものを見せました。しかし、日本国内

では雇用情勢の回復の遅れ、個人消費の低迷など、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３月末の8,109円53銭から10月30日に10,034

円まで上昇いたしました。11月に入り急激な円高ドル安やドバイの信用不安などにより、一時9,081円

まで下落する場面もありました。しかし、企業業績の回復、日銀の政策転換などにより今年３月末には

上昇に転じ、日経平均株価は11,089円94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、公募証券投資信託の純資産額は

今年３月末に63兆6,985億円となり、前年３月末から12兆2,199億円増加しました。設定から解約・償還

を差し引いた資金流出入は4兆4,334億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12兆2,258億円増加、公社債投信は2,485億円増加、MMFは2,543億円の減少となり、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志向に徹した地域密着型営業を基本とする営業戦略に

加え、独自性の高いアジア戦略やインターネット取引システムの改善などお客様へのより良い投資環境

と幅広いサービスを提供してまいりました。具体的には、どなたでもご覧になられるホームページ（オ

フィシャルサイト）に「アジア地域別ニュース」、「中国決算情報」の提供を開始、ベトナム株及びイ

スラエル株の全チャネルでの取扱い開始、インターネット取引口座「ブルートレード」では、東京証券

取引所の次世代システム「arrowhead」に対応した新たな発注システム「株価ボード」のサービス開始

など、お客様の投資環境の拡充に努めました。今回のベトナム株やイスラエル株の取扱い開始により、

現在のアジア市場の取扱いは、アジア12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、インドネシア、フィリピン、ベトナム、イスラエル）に拡大いたしました。また、

2000年にアジア株の取扱いを始めて以来10周年となるため、「アジア株取扱い10周年記念キャンペー

ン」を実施、第1弾として香港ドルの為替スプレッドの引下げを行っています。さらに韓国の有進投資

証券と業務提携を結び、韓国ならびに日本のグローバル企業を投資対象とする投資信託「アイザワ -

有進 日韓グッドチョイス・ファンド」を販売、このファンドの日本株の運用は、当社から情報提供を

行い、日本株の売買受注を受けることにより、当社の目指す双方向取引が具体化した事例となりまし

た。 

一方、当社グループは依然として厳しい経営環境を重く受け止め、一昨年から継続している経費削減

計画「アクション・プラン」を着実に実行し、本社組織の見直し、店舗の統廃合、取締役報酬及び管理

職報酬のカットなどを行いました。この結果、営業収益は前年同期比12.8％と増加しましたが、固定費

の削減効果により変動費の増加をカバーし、販売費・一般管理費は前年同期比8.2％の減少となりまし

た。 

しかしながら、日本株取引の低迷や投信価格の下落により、当社の主な収益源である受入手数料の回

復は前連結会計年度の大幅な落込みに比較して小幅な回復に留まり、営業収益は111億11百万円（前年

度比112.8％）、営業損失は8億10百万円、経常損失は12億78百万円、当期純損失は11億67百万円となり

ました。 

当連結会計年度における業績の内訳は次のとおりであります。 

① 受入手数料 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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受入手数料は88億24百万円（前年度比115.1%）となりました。科目別の概況は以下のとおりで

あります。 

（イ）委託手数料 

株式委託売買高は51億5百万株（前年度比143.1％）の増加となりましたが、株式委託売買金

額は１兆5,472億円（前年度比94.4％）と減少いたしました。この結果、株式委託手数料は63

億25百万円（前年度比116.6％）の増加となり、委託手数料合計は63億86百万円（前年度比

116.2％）となりました。 

（ロ）引受・売出し・特定投資家向け売り付け勧誘等の手数料 

引受・売出し・特定投資家向け売り付け勧誘等の手数料は、大型IPO銘柄の取扱いなどもあ

り、株券引受・売出し・特定投資家向け売り付け勧誘等の手数料を中心に、１億２百万円（前

年度比1,449.1%）の増加となりました。 

（ハ）募集・売出し・特定投資家向け売り付け勧誘等の取扱手数料 

主に投資信託の募集・売出しの取扱いによる、募集・売出し・特定投資家向け売り付け勧誘

等の取扱手数料は、16億84百万円（前年度比127.8%）の増加となりました。 

（ニ）その他の受入手数料 

その他の受入手数料は、投資信託の取扱いによる信託報酬の減少等により、６億51百万円

（前年度比77.2%）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、18億65百万円（前年度比106.6％）の増加となりました。うち、株券等

は、10億33百万円（前年度比118.9%）となり、為替等は６億91百万円（前年度比106.7%）となり

ました。 

③ 金融収支 

金融収益は５億79百万円（前年度比76.4%）、金融費用は３億７百万円（前年度比77.7%）で差

引収支は２億72百万円（前年度比74.9%）となりました。 

④ 販売費・一般管理費 

販売費・一般管理費は、アクションプランによる固定費削減効果が、変動費の増加を吸収し116

億15百万円（前年度比91.8%）となりました。 

⑤ 営業外損益 

営業外収益は、受取配当金１億82百万円、投資不動産賃貸収入５億25百万円などにより９億９

百万円（前年度比160.6%）、営業外費用は、投資事業組合評価損７億96百万円等により13億77百

万円（前年度比375.2%）となり、差引損益は４億68百万円の損失となりました。 

⑥ 特別損益 

特別利益は貸倒引当金戻入３億91百万円、投資有価証券売却益３億29百万円等により７億98百

万円（前年度比69.1%）、特別損失は投資有価証券評価損２億65百万円、減損損失２億92百万円等

により７億16百万円（前年度比19.6%）となり、差引損益は、82百万円の利益となりました。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は、信用取引貸付金や現金・預金が増加したことなどにより、前

年末より増加し、887億16百万円となりました。 

 負債につきましては、信用取引借入金の増加、預り金の増加、繰延税金負債の増加などによ

り、前年末より増加し、456億70百万円となりました。 

 なお、純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加等がありましたが、当期純損

失の計上などにより、前年末より減少し、430億46百万円となりました。 

② 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、前年末より22億47

百万円増加しました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りです。 

（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、17億64百万円の資金増加となりました。収入は主に、預

り金の増加、信用取引借入金の増加や短期差入保証金の減少等によるものであり、支出は主に、信

用取引貸付金の増加や顧客分別金信託の増加等によるものです。 

（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、12億28百万円の資金増加となりました。これは主に投資

有価証券の償還によるものです。 

（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、7億45百万円の資金減少となりました。これは配当金の

支払いや連結子会社の長期借入金の返済によるものです。 

  

当期の利益配分に関する基本方針は、中期的な収益動向を勘案したうえで財務体質の強化を図り、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うことにあります。 

この方針に基づき、当期の１株あたりの配当金は、中間配当３円、期末配当２円の合計５円とさせて

いただく予定であります。なお、内部留保資金につきましては、経営基盤の強化及び今後の事業展開に

資する所存であります。 

次期の配当につきましても引き続き企業努力を行うことで株主の皆様のご支援、ご期待にお応えでき

ますよう努力を積み重ねてまいります。 

  

(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
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 当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項

についても、投資者の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開示しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識し

たうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。本項においては将来に関する

事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末において判断したものであります。 

 当社は、主要な事業活動である金融商品取引業務につき、金融商品取引法に基づく金融商品取引業

の登録（登録番号関東財務局長(金商)第６号）を受けております。金融商品取引業者は、金融商品取

引業又はこれに付随する業務に関し、法令又は法令に基づく規程に違反した時は、登録又は認可の取

消し、一定期間の業務停止又は何らかの改善命令を受ける可能性があります。現時点において当社は

これらの取消事由に該当する事実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、当社グルー

プの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 株式・債券相場が下落または低迷し流通市場の市場参加者が減少する場合、あるいは売買高や売買

代金が縮小する場合には、当社の売買委託手数料が減少する可能性があります。また、発行市場も同

様の影響を受ける可能性があります。このような場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。 

 当社は、自己勘定で市場リスクを内包するトレーディングを行っておりますので、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社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。  

 当社が属する金融商品取引業界においては、株式の売買委託手数料の自由化、規制緩和に伴う他業

態からの新規参入等をはじめとした環境変化が進行しております。とりわけ、近年においては、オン

ライン取引に特化した金融商品取引業者の台頭、銀行の金融商品取引仲介業の解禁等もあり、当業界

を取り巻く環境は年々厳しさを増す傾向にあります。そのため、このような事業環境の中で、当社が

競争力を低下させた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 当社グループは株式市況に過度に依存しない収益体質を構築するため、金融商品取引業務以外の金

融関連業務を行うことを目的として、当社100％出資にてアイザワ・インベストメンツ株式会社を設

立しております他、投資事業組合や匿名組合等への投資を行っております。新規業務への参入に際し

てはその採算性等について十分な検討を行っておりますが、投資先の事業が計画的に遂行できなかっ

た場合等においては、投資リターンが確保できなくなることも予想され、当社グループの経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 事業等のリスク

① 事業関連について 

 （イ）主要な事業の前提に係るリスク

 （ロ）市場の縮小に伴うリスク

 （ハ）相場の急激な変動に伴うリスク

 （ニ）競合によるリスク

 （ホ）業務範囲の拡大に伴うリスク
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 取引においては、顧客への信用供与が発生し、市況の変動によっては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、担保となっている有価証券等の価値が低下した場合

など、各顧客に追加で担保の差し入れを求める場合があります。顧客が追加担保の差し入れに応じな

い場合には、担保となっている代用有価証券を処分いたしますが、株式相場が急激に変動し、顧客へ

の信用取引貸付金を十分に回収できない場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

 当社グループが保有する固定資産について、資産の収益性低下等により投資額の回収が見込めなく

なる可能性があります。これに伴い「固定資産の減損に係る会計基準」に規定される減損損失を認識

するに至った場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 当社の退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件に基づいて算定されて

おります。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合には、将来期間に

おいて認識される費用及び計上される債務に影響を及ぼします。 

  

 当社グループは事業の特性上、日常業務の遂行に必要となる大量の資金を機動的かつ安定的に調達

する必要があります。このため、長短期借入金といった安定的な資金調達に加えて、金融機関との間

にコミットメントラインを設定する等、資金調達手段の多様化を図っております。また、無担保調達

による借換リスクを低減させるため、資金調達源の分散を図っております。ただし、経済情勢やその

他の要因により、当社グループの経営成績及び財政状態が悪化した場合には、金融市場、資本市場等

からの資金調達が困難となる、若しくは資金調達コストが上昇する可能性があります。 

  

 当社は、金融商品取引法の他、各金融商品取引所、日本証券業協会等の自主規制機関による法令・

諸規則等に従って業務を遂行しておりますが、将来的に当社業務に関係する法令・諸規則や実務慣

行、解釈等の変更が当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 金融商品取引業者は、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

規制比率を120%以上に維持することが求められております。万一、定められた自己資本規制比率を維

持できない場合は業務停止や金融商品取引業者の登録の取消しを命じられる可能性があります。その

ため、当該比率が低下した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

 当社グループは法令遵守（コンプライアンス）体制の整備を経営の 重要課題として位置付け、内

② 財務関連について 

 （イ）信用取引に伴うリスク信用

 （ロ) 固定資産の減損に関するリスク

 （ハ）年金債務に関するリスク

③ 資金調達について

④ 法的規制等について

⑤ 自己資本規制比率について

⑥ 法令遵守に関するリスクについて
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部統制の整備を図り、より充実した内部管理体制の確立と役職員の教育・研修等を通じた意識徹底に

努めております。こうした内部統制の整備やコンプライアンス研修は、役職員の違法行為を未然に防

止するための有効な方策ではありますが、違法行為の全てを排除することを保証するものではありま

せん。また、役職員による意図的な違法行為は、総じて周到に隠蔽行為がなされ、長期間にわたって

発覚しないケースもあり、将来において当社グループの業績に影響を及ぼすような損害賠償を求めら

れる可能性もあります。このほか、非公開情報の不適切な使用・漏洩・情報受領者と共謀等の不正行

為の可能性もあります。これらの不正行為は、会社の使用者責任及び法的責任等を問われることもあ

り、場合によっては監督官庁より種々の処分・命令を受ける可能性があり、また、当社グループの社

会的な信用が低下する可能性もあります。かかる事態の発生により、当社グループが損失（もしくは

得べかりし利益の逸失）を被り、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

 顧客に対する説明不足あるいは顧客との認識の不一致などによって、顧客に損失が生じた場合に

は、当社が訴訟の対象となる可能性があります。万一、訴訟等に発展し、当社の主張と異なる判断が

なされた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、

現在係争中の訴訟案件につきましては当社グループの経営に重大な影響を及ぼす可能性は低いと考え

ております。 

  

 当社が提供するインターネット取引システム及び当社が業務上使用するコンピューターシステム

が、回線の不具合、外部からの不正アクセス、災害や停電時の諸要因によって障害を起こした場合、

障害規模によっては当社業務に支障をきたし、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。 

 当社グループでは「リスク管理委員会」を組織し、「情報セキュリティポリシー」、「情報セキュ

リティ管理規則」及び「情報セキュリティマニュアル」を制定し、情報漏洩防止体制等管理体制の強

化を図ってまいりましたが、万一、顧客情報を含む社内重要事実が社外に不正流出した場合、経営成

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループといたしましては、さらに技術的、

人的安全管理措置等、顧客情報の管理を図って参ります。 

 有価証券の受発注に関しましては、入力項目の確認等を励行しているほか、システム上の画面表示

も注意喚起する等事故防止策が図られております。さらに、約定代金及び売買単位が多量になる場合

には、システム的に一定の権限を付与された者以外は入力できないシステムとなっております。しか

し、万一入力項目を誤って入力し、約定が成立した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。 

 当社グループは常に質の高い投資情報サービスを提供し、お客様の満足度の向上を実現できる人材

の確保並びに育成が重要な経営課題と捉えております。この観点から、新規採用及び中途採用の両面

⑦ 訴訟等について

⑧ その他 

 （イ）システムに関するリスク

 （ロ）情報セキュリティに関するリスク

 （ハ）業務処理におけるリスク

 （ニ）人材の確保及び育成について
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から積極的に人材を採用し、かつ社内研修の充実度を高めていく方針であります。しかしながら、当

社グループが必要とする人材が確保できなかった場合には、当社グループの経営成績及び今後の事業

展開に影響を及ぼす可能性があります。 

 当社グループは、業務の効率化を図るため、業務の一部を他社へアウトソーシングしております。

これらの業務委託先がシステムの故障、処理能力の限界またはその他の理由によりサービスの提供を

中断または停止し、適時に代替策を講じることができない場合には、当社グループの顧客へのサービ

スの提供が途絶し、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

該当事項はありません。 

  

 （ホ）業務の外部委託について

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループは、当社、連結子会社９社、非連結子会社１社の計11社で構成されており、「投資・金

融サービス業」を主な内容とする金融商品取引業者として、お客様に対して資金調達、資産運用の両面

で幅広いサービスを提供することを主な事業としております。具体的には、有価証券の売買等及び売買

の受託、有価証券の引受および売出し、有価証券の募集および売出しの取扱い、不動産関連投資を行っ

ております。 

連結子会社であるアイザワ・インベストメンツ株式会社は主たる事業としてインベストメントバンキ

ング業務を営むほか、不動産業を営んでおり当社に対する不動産の賃貸を行っております。アイザワ・

ベンチャー1号投資事業有限責任組合ほか2投資事業有限責任組合は未公開企業へ投資をする投資事業有

限責任組合であります。昇龍匿名組合1号ほか４匿名組合は不動産関連投資を行っております。 

非連結子会社のAizawa Asset Management(c.i)Ltd.は投資信託の管理会社であります。 

  

 

  

（注）1. 非連結子会社は、持分法非適用会社であります。 

 2. 当社の非連結子会社でありました上海藍澤投資諮詢有限公司につきましては、平成21年６月に清算手続きが

完了し、当社の非連結子会社ではなくなりました。 

 3. 当社の関連会社でありました株式会社JPBM総研（コンサルティング業）につきましては、平成21年９月に同

社株式を全て売却し、当社の関連会社ではなくなりました。 

2. 企業集団の状況
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平成21年３月期決算短信（平成21年５月11日提出）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 

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.aizawa.co.jp/ 

（大阪証券取引所 JASDAQ市場ホームページ（JASDAQインターネット開示システム）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 ※３  19,120 ※３  21,426

預託金 11,690 12,933

営業投資有価証券 1,213 907

有価証券 100 －

トレーディング商品 744 563

商品有価証券等 667 551

デリバティブ取引 76 11

約定見返勘定 946 654

信用取引資産 12,863 20,559

信用取引貸付金 10,705 18,614

信用取引借証券担保金 2,158 1,945

立替金 331 886

顧客への立替金 324 885

その他の立替金 6 0

短期差入保証金 4,596 2,782

その他の流動資産 1,669 1,229

貸倒引当金 △61 △104

流動資産計 53,214 61,837

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※２  1,518 ※２  1,293

器具備品 ※２  197 ※２  201

土地 2,925 2,751

その他 － 65

有形固定資産合計 4,640 4,311

無形固定資産   

ソフトウエア 504 386

その他 201 213

無形固定資産合計 705 599

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１, ※３  14,587 ※１, ※３  13,011

投資不動産 ※３  6,502 ※３  7,643

その他 ※１  2,790 2,199

貸倒引当金 △1,758 △886

投資その他の資産合計 22,122 21,967

固定資産計 27,468 26,878

資産合計 80,682 88,716
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 156 145

商品有価証券等 － 125

デリバティブ取引 156 19

信用取引負債 10,536 13,882

信用取引借入金 ※３  6,745 ※３  10,434

信用取引貸証券受入金 3,790 3,447

預り金 4,518 8,848

受入保証金 7,403 7,486

短期借入金 ※３  6,310 ※３  6,210

未払法人税等 1 43

繰延税金負債 39 －

賞与引当金 171 190

その他の流動負債 695 1,102

流動負債計 29,831 37,908

固定負債   

長期借入金 ※３  4,062 ※３  5,413

繰延税金負債 1,017 1,426

役員退職慰労引当金 266 －

その他の固定負債 406 695

固定負債計 5,753 7,534

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 ※６  250 ※６  226

特別法上の準備金計 250 226

負債合計 35,835 45,670

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 26,903 25,355

自己株式 △549 △549

株主資本合計 42,404 40,856

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,428 2,189

評価・換算差額等合計 1,428 2,189

少数株主持分 1,014 －

純資産合計 44,847 43,046

負債・純資産合計 80,682 88,716
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 7,664 8,824

トレーディング損益 ※１  1,750 ※１  1,865

金融収益 ※２  758 ※２  579

その他の営業収益 △321 △157

営業収益計 9,851 11,111

金融費用 ※３  395 ※３  307

純営業収益 9,456 10,804

販売費・一般管理費   

取引関係費 ※４  1,449 ※４  1,504

人件費 ※５  5,392 ※５  5,155

不動産関係費 ※６  1,521 ※６  1,183

事務費 ※７  2,484 ※７  2,194

減価償却費 621 551

租税公課 ※８  133 ※８  113

貸倒引当金繰入れ － 33

その他 ※９  1,051 ※９  879

販売費・一般管理費計 12,656 11,615

営業利益 △3,199 △810

営業外収益   

受取利息 83 80

受取配当金 389 182

投資不動産賃貸料 － 525

その他 93 119

営業外収益計 566 909

営業外費用   

支払利息 8 178

投資不動産賃貸費用 － 332

投資事業組合運用損 288 796

持分法による投資損失 60 40

その他 10 29

営業外費用計 367 1,377

経常利益 △3,000 △1,278
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 53

投資有価証券売却益 13 329

貸倒引当金戻入額 110 391

役員賞与引当金戻入額 18 －

新株予約権戻入益 146 －

金融商品取引責任準備金戻入 813 23

償却債権取立益 31 －

持分変動利益 21 －

その他 1 －

特別利益計 1,155 798

特別損失   

固定資産除却損 311 20

投資有価証券売却損 2 69

投資有価証券評価損 1,828 265

関係会社整理損 － 9

減損損失 ※10  438 ※10  292

役員特別退職金 192 －

貸倒引当金繰入額 860 －

リース解約損 － 58

その他 31 －

特別損失計 3,663 716

税金等調整前当期純利益 △5,509 △1,196

法人税、住民税及び事業税 39 30

過年度法人税等 17 －

法人税等調整額 1,157 △67

法人税等合計 1,214 △36

少数株主利益 － 8

当期純利益 △6,724 △1,167
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 8,000 8,000

当期末残高 8,000 8,000

資本剰余金   

前期末残高 8,050 8,050

当期末残高 8,050 8,050

利益剰余金   

前期末残高 34,062 26,903

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △380

当期純利益 △6,724 △1,167

連結範囲の変動 △84 －

持分法の適用範囲の変動 △6 －

当期変動額合計 △7,158 △1,548

当期末残高 26,903 25,355

自己株式   

前期末残高 △147 △549

当期変動額   

自己株式の取得 △401 －

当期変動額合計 △401 －

当期末残高 △549 △549

株主資本合計   

前期末残高 49,965 42,404

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △380

当期純利益 △6,724 △1,167

自己株式の取得 △401 －

連結範囲の変動 △84 －

持分法の適用範囲の変動 △6 －

当期変動額合計 △7,560 △1,548

当期末残高 42,404 40,856

藍澤證券㈱（8708）　平成22年３月期決算短信

－　16　－



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,456 1,428

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,028 761

当期変動額合計 △1,028 761

当期末残高 1,428 2,189

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,456 1,428

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,028 761

当期変動額合計 △1,028 761

当期末残高 1,428 2,189

新株予約権   

前期末残高 65 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 －

当期変動額合計 △65 －

当期末残高 － －

少数株主持分   

前期末残高 － 1,014

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,014 △1,014

当期変動額合計 1,014 △1,014

当期末残高 1,014 －

純資産合計   

前期末残高 52,486 44,847

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △380

当期純利益 △6,724 △1,167

自己株式の取得 △401 －

連結範囲の変動 △84 －

持分法の適用範囲の変動 △6 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △79 △252

当期変動額合計 △7,639 △1,800

当期末残高 44,847 43,046
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 △5,509 △1,196

減価償却費 621 633

減損損失 438 292

貸倒引当金の増減額（△は減少） 741 △360

賞与引当金の増減額（△は減少） △146 19

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） △71 △266

受取利息及び受取配当金 △1,232 △865

支払利息 403 485

持分法による投資損益（△は益） 60 40

投資有価証券売却損益（△は益） △10 △259

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） 1,828 265

固定資産売却損益（△は益） 0 △53

固定資産除却損 311 20

投資事業組合運用損益（△は益） － 796

新株予約権戻入益 △146 －

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 1,893 △1,946

立替金の増減額（△は増加） 852 △554

短期差入保証金の増減額（△は増加） △1,673 1,810

前払年金費用の増減額（△は増加） 11 68

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増
加）

239 180

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 124 306

信用取引資産の増減額（△は増加） 21,559 △7,696

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） △1,172 4,330

トレーディング商品（負債）の増減額（△は減
少）

127 △11

信用取引負債の増減額（△は減少） △8,861 3,346

受入保証金の増減額（△は減少） △1,455 83

その他 △475 1,338

小計 7,586 794

利息及び配当金の受取額 1,333 879

利息の支払額 △408 △487

法人税等の支払額 △942 △16

法人税等の還付額 － 594

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,569 1,764
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31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 △7,950 △1,000

有価証券の償還による収入 4,708 1,100

有形固定資産の取得による支出 △59 △48

有形固定資産の売却による収入 2 0

無形固定資産の取得による支出 △242 △5

投資有価証券の取得による支出 △811 △436

投資有価証券の売却による収入 411 738

投資有価証券の償還による収入 － 1,213

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

※２  169 ※２  37

子会社株式の取得による支出 － △950

投資不動産の売却による収入 － 340

差入保証金の差入による支出 △19 △11

差入保証金の回収による収入 75 317

貸付けによる支出 △52 △1

貸付金の回収による収入 20 80

長期前払費用の取得による支出 △624 △156

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 8 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,364 1,228

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

長期借入金の返済による支出 － △242

リース債務の返済による支出 － △19

配当金の支払額 △344 △383

自己株式の取得による支出 △401 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,816 △745

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,391 2,247

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期末残高 ※１  18,358 ※１  20,605
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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     8社

主要な連結子会社の名称

アイザワ・インベストメンツ株式会社、アイザ

ワ・ベンチャー１号投資事業有限責任組合、アイ

ザワ・ベンチャー２号投資事業有限責任組合、ア

イザワ３号投資事業有限責任組合、昇龍匿名組合

１号、昇龍匿名組合２号、昇龍匿名組合３号、昇

龍匿名組合４号

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数      9社

主要な連結子会社の名称

アイザワ・インベストメンツ株式会社、アイザ

ワ・ベンチャー１号投資事業有限責任組合、アイ

ザワ・ベンチャー２号投資事業有限責任組合、ア

イザワ３号投資事業有限責任組合、昇龍匿名組合

１号、昇龍匿名組合２号、昇龍匿名組合３号、昇

龍匿名組合４号、昇龍匿名組合５号

(注1) 従来より非連結子会社でありましたアイザ

ワ・インベストメンツ株式会社、アイザワ・

ベンチャー１号投資事業有限責任組合、アイ

ザワ・ベンチャー２号投資事業有限責任組

合、アイザワ３号投資事業有限責任組合は、

重要性が増したため当連結会計年度より連結

の範囲に含めることといたしました。

(注2) サン・アイ・エクセレント株式会社は、ア

イザワ・インベストメンツ株式会社と合併し

消滅したため、連結の範囲から除外しており

ます。

(注3) 昇龍匿名組合１号、昇龍匿名組合２号、昇

龍匿名組合３号、昇龍匿名組合４号は当連結

会計年度末に新たに取得したため、当連結会

計年度より連結の範囲に含めることといたし

ました。

(注1) 昇龍匿名組合５号は当連結会計年度末に新

たに取得したため、当連結会計年度より連結

の範囲に含めることといたしました。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

上海藍澤投資諮詢有限公司

Aizawa Asset Management (c.i.) Ltd.

(2) 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

Aizawa Asset Management (c.i.) Ltd.

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社はいずれも小規模であり、総資

産、営業収益、当期純損益（持分に見合う額）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。           

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は小規模であり、総資産、営業収

益、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、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又は関連会社の数

及び主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数 １社

持分法を適用した関連会社の名称

JPBM総研株式会社

(平成21年３月13日付でJPBM證券株式会社から商

号変更しております。）

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又は関連会社の数

及び主要な会社等の名称

―――――――
（注）持分法を適用した関連会社でありました株式会

社JPBM総研につきましては、平成21年９月に同
社株式を全て売却し、当社の関連会社ではなく
なりました。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の

名称等

主要な会社等の名称

（非連結子会社）

上海藍澤投資諮詢有限公司  

 Aizawa Asset Management (c.i.) Ltd. 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の

名称等

主要な会社等の名称

（非連結子会社）

Aizawa Asset Management (c.i.) Ltd.  

持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社

はいずれも、それぞれ当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及

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。

持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社

は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表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。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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、決算日が12月31日の子会社に

ついては、3月末現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しており、決算日が8月31日の子会社につ

いては、2月末現在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。

なお、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

同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) トレーディングに関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（売買目的有価証券）および

デリバディブ取引等については、時価法を採用して

おります。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) トレーディングに関する有価証券等の評価基準お

よび評価方法

同左

(2) トレーディング関連以外の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関連以外の有価証券等につい

ては、以下の評価基準および評価方法を採用してお

ります。

(2) トレーディング関連以外の有価証券等の評価基準

および評価方法

同左

（その他有価証券）

① 時価のある有価証券

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）によっております。

（その他有価証券）

① 時価のある有価証券

同左

② 時価のない有価証券

移動平均法による原価法によっております。投

資事業有限責任組合およびそれに類する組合への

出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

② 時価のない有価証券

同左

(3) 固定資産の減価償却方法

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（建物付属設備を除く）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     ２～50年

器具備品   ２～20年

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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、ソフトウェ

ア（自社利用分）については、社内における見込

利用可能期間（５年）による定額法を採用してお

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額をゼロとする定額法により算定する

方法によっております。

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

④ 長期前払費用

契約ごとの利用可能期間(２年～５年)による、

定額法を採用しております。

④ 長期前払費用

同左

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左

(5) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権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、また、貸倒懸念債権等

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。

(5) 引当金の計上基準

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いに備えるため、所

定の計算方法(支給見込額基準)により算出した額

を計上しております。

② 賞与引当金

同左

③ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給

見込額を計上することとしておりますが、当連結

会計年度は計上しておりません。

③ 役員賞与引当金

―――――――

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、当連結会計年度末においては、278百万

円を投資その他の資産・その他(前払年金費用)に

計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年

数(８年)による定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており

ます。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 なお、当連結会計年度末においては、209百万

円を投資その他の資産・その他(前払年金費用)に

計上しております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年

数(８年)による定額法により按分した額を、それ

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており

ます。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

⑤ 役員退職慰労引当金

役員、執行役員等の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額

を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金
同左

(追加情報)

当社は、平成21年６月24日開催の当社第89期定

時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止

を下記のとおり決議いたしました。 

(追加情報)
同左

ａ．制度廃止の理由

役員退職慰労金制度を廃止し、企業業績と

の連動性をより高めた報酬制度にすること

で、経営責任の明確化と株主を重視した経営

の徹底を図るため。

ｂ．役員退職慰労金制度の廃止日

平成21年６月24日

ｃ．役員退職慰労金の打切り支給について 

平成21年６月25日以降在任する取締役、監

査役及び執行役員に対し、本制度廃止までの

在任期間に対応する退職慰労金を退任の際に

打切り支給する予定であります。

(6) 特別法上の準備金の計上基準

① 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第１項の規定に定めるところによ

り算出された額を計上しております。

(6) 特別法上の準備金の計上基準

① 金融商品取引責任準備金

同左

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理 

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。なお、固定資産に係る控除

対象外消費税等は、発生会計年度の費用として

おります。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理 

同左

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。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現

金及び現金同等物）は、手許現金及び当座預金、普

通預金等の随時引き出し可能な預金からなっており

ます。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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該当事項はありません。 

  

(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】

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
（平成21年３月31日）

当連結会計年度 
（平成22年３月31日）

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと
おりであります。

投資有価証券 95百万円

関係会社出資金 14百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと
おりであります。

投資有価証券 55百万円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額   3,180百万円 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額   3,293百万円

 

※３ 担保に供されている資産の状況は、次のとおりであ
ります。なお、担保に供されている資産の価額は貸
借対照表計上額によっております。

科目
被担保債務
(百万円)

担保資産(百万円)

投資有価
証券

定期 
預金

投資 
不動産

計

短期借入金 4,040 4,532 500 ― 5,032

金 融 機 関
借入金

2,840 3,335 500 ― 3,835

証 券 金 融
借入金

1,200 1,197 ― ― 1,197

信用取引借
入金

6,745 263 ― ― 263

長期借入金 4,062 ― ― 6,502 6,502

計 14,847 4,795 500 6,502 11,798

※３ 担保に供されている資産の状況は、次のとおりであ
ります。なお、担保に供されている資産の価額は貸
借対照表計上額によっております。

科目
被担保債務
(百万円)

担保資産(百万円)

投資有価
証券

定期 
預金

投資 
不動産

計

短期借入金 4,240 4,954 500 ― 5,454

金 融 機 関
借入金

3,040 3,765 500 ― 4,265

証 券 金 融
借入金

1,200 1,188 ― ― 1,188

信用取引借
入金

10,434 178 ― ― 178

長期借入金 5,413 ― ― 7,643 7,643

計 20,087 5,132 500 7,643 13,275

 上記のほか、先物取引証拠金等の代用として投資有価証
券539百万円を差入れております。

上記のほか、先物取引証拠金等の代用として投資有価証
券68百万円を差入れております。

 

 ４ 担保等として差入した有価証券の時価等

信用取引貸証券 4,102百万円

信用取引借入金の本担保証券 6,330百万円

信用取引の自己融資見返り株券 731百万円

顧客分別金信託として信託した
有価証券

514百万円
 

４ 担保等として差入した有価証券の時価等

信用取引貸証券 3,853百万円

信用取引借入金の本担保証券 10,295百万円

信用取引の自己融資見返り株券 4,809百万円

顧客分別金信託として信託した
有価証券

515百万円

 

 ５ 担保等として差入を受けた有価証券の時価等

信用取引借証券 1,724百万円

信用取引貸付金の本担保証券 9,676百万円

受入保証金等代用有価証券 30,977百万円

５ 担保等として差入を受けた有価証券の時価等

信用取引借証券 1,619百万円

信用取引貸付金の本担保証券 18,923百万円

受入保証金等代用有価証券 40,967百万円

※６ 特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金
金融商品取引法第46条の５の規定に基づく準備金で
あります。

※６ 特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金 
金融商品取引法第46条の５の規定に基づく準備金で
あります。

 ７ 偶発債務
下記の会社の借入に対して債務保証を行っておりま
す。 
 ポイヤック・プロパティー合同会社 1,593百万円

７ 偶発債務
―――――
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ トレーディング損益の内訳
実現損益 評価損益

株券等トレーディング損益 982 △113 百万円

債券等トレーディング損益 238 △5

その他トレーディング損益 648 0

計 1,869 △118

※１．トレーディング損益の内訳
実現損益 評価損益

株券等トレーディング損益 924 108 百万円

債券等トレーディング損益 144 △4

その他トレーディング損益 691 ―

計 1,760 104

※２ 金融収益の内訳

信用取引受取利息・品貸料 710 百万円

受取配当金 29

受取債券利子 8

受取利息 10

その他 0

計 758

※２ 金融収益の内訳

信用取引受取利息・品貸料 562 百万円

受取配当金 6

受取債券利子 7

受取利息 2

その他 0

計 579

※３ 金融費用の内訳

信用取引支払利息・品借料 293 百万円

支払利息 102

その他 0

計 395

※３ 金融費用の内訳

信用取引支払利息・品借料 216 百万円

支払利息 90

その他 0

計 307

※４ 取引関係費の内訳

支払手数料 472 百万円

取引所・協会費 245

通信・運送費 484

旅費・交通費 70

広告宣伝費 126

交際費 50

計 1,449

※４ 取引関係費の内訳

支払手数料 721 百万円

取引所・協会費 226

通信・運送費 388

旅費・交通費 53

広告宣伝費 67

交際費 46

計 1,504

※５ 人件費の内訳

報酬・給料 3,048 百万円

歩合外務員報酬 303

その他の報酬・給料 837

役員退職慰労引当金繰入 25

福利厚生費 858

法定福利費 7

賞与引当金繰入 171

退職給付費用 139

計 5,392

※５ 人件費の内訳

報酬・給料 2,926 百万円

歩合外務員報酬 318

その他の報酬・給料 661

役員退職慰労引当金繰入 ―

福利厚生費 826

法定福利費 ―

賞与引当金繰入 191

退職給付費用 232

計 5,155

※６ 不動産関係費の内訳

不動産費 658 百万円

器具・備品費 863

計 1,521

※６ 不動産関係費の内訳

不動産費 555 百万円

器具・備品費 628

計 1,183

※７ 事務費の内訳

事務委託費 2,304 百万円

事務用品費 180

計 2,484

※７ 事務費の内訳

事務委託費 2,076 百万円

事務用品費 118

計 2,194

※８ 租税公課の内訳

事業所税 8 百万円

事業税 32

固定資産税 37

印紙税 3

その他 52

計 133

※８ 租税公課の内訳

事業所税 7 百万円

事業税 34

固定資産税 38

印紙税 1

その他 31

計 113
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※９ その他の内訳

情報提供料等 702 百万円

水道光熱費 75

研修費 59

消耗品費 19

採用費 10

その他 184

計 1,051

※９ その他の内訳

情報提供料等 658 百万円

水道光熱費 63

研修費 17

消耗品費 14

採用費 3

その他 123

計 879

 

※10 減損損失の内訳

用途 場所 種類
減損損失額
（百万円）

営業店 東京都
建物、器具備品、
ソフトウェア

33

営業店 神奈川県 建物、器具備品 19

営業店 静岡県 建物、器具備品 17

営業店 京都府
建物、器具備品、
ソフトウェア

21

営業店 大阪府 建物、器具備品 4

営業店 兵庫県 建物、器具備品 19

遊休資産 千葉県 土地、建物 60

遊休資産 茨城県
土地、建物、 
器具備品

154

遊休資産 群馬県 土地、建物 69

遊休資産 山梨県 土地、建物 37

合計 438

（減損損失の認識に至った経緯）
・統廃合によるもの

閉鎖、他店舗に統合した営業店、今後閉鎖又は統合
予定の営業店について、その使用価値がなくなったこ
とから資産グループの帳簿価額を備忘価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して
おります。

・不採算営業店
営業を継続する店舗のうち、営業活動から生ずる損

益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見
込みである資産グループについてはその使用価値が見
込めないことから、帳簿価額を備忘価額まで減額し、
当該減少額を減損損失として特別損失に計上しており
ます。

・遊休資産
遊休資産となっている不動産について、帳簿価額を

不動産鑑定評価額等に基づく正味売却価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して
おります。

（資産のグルーピングの方法）
 独立したキャッシュ・フローを生み出す 小単位で
ある、管理会計制度上で定める事業区分等により資産
のグルーピングを行っております。当該資産又は資産
グループは、営業店・賃貸不動産・共用資産・遊休資
産であります。

（回収可能価額の算出方法）
 回収可能価額は、正味売却価値又は使用価値により
測定しております。正味売却価額は、不動産鑑定評価
額等を勘案した合理的な見積により算定しておりま
す。使用価値は、割引前将来キャッシュ・フローがマ
イナスのため備忘価額としております。

 

※10 減損損失の内訳

用途 場所 種類
減損損失額
（百万円）

遊休資産 茨城県
土地、建物、 
器具備品

62

遊休資産 長野県
土地、建物、 
器具備品

79

賃貸
不動産

静岡県 土地 140

賃貸
不動産

大阪府 建物、器具備品 11

合計 292

（減損損失の認識に至った経緯）
・遊休資産

遊休資産となっている不動産について、帳簿価額を
不動産鑑定評価額等に基づく正味売却価額まで減額
し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して
おります。

・賃貸不動産（静岡県）
当連結会計年度において、当該物件を地域の再開発

組合へ売却することを決定したため、帳簿価額を正味
売却価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特
別損失に計上しております。

・賃貸不動産（大阪府）
有効活用策の実施に伴い使用目的を共用資産から賃

貸不動産に変更した不動産について、帳簿価額を不動
産鑑定評価額等に基づく正味売却価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりま
す。

（資産のグルーピングの方法）
独立したキャッシュ・フローを生み出す 小単位で

ある、管理会計制度上で定める事業区分等により資産
のグルーピングを行っております。当該資産又は資産
グループは、営業店・賃貸不動産・共用資産・遊休資
産であります。

（回収可能価額の算出方法）
回収可能価額は、正味売却価値により測定しており

ます。正味売却価額は、不動産鑑定評価額等を勘案し
た合理的な見積により算定しております。使用価値
は、割引前将来キャッシュ・フローがマイナスのため
備忘価額としております。
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) 普通株式の自己株式の増加1,504千株は、主に会社法第459条第１項の規定に基づく自己株式の市場買付けによ

るものであります。 

  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 49,525 ― ― 49,525

合計 49,525 ― ― 49,525

自己株式

 普通株式(注) 495 1,504 ― 1,999

合計 495 1,504 ― 1,999

(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23日 
取締役会

普通株式 343 7.00 平成20年３月31日 平成20年６月25日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月22日 
取締役会

普通株式 237 利益剰余金 5.00 平成21年３月31日 平成21年６月25日
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

 (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度
増加株式数(千株)

当連結会計年度
減少株式数(千株)

当連結会計年度末
株式数(千株)

発行済株式

 普通株式 49,525 ― ― 49,525

合計 49,525 ― ― 49,525

自己株式

 普通株式 1,999 ― ― 1,999

合計 1,999 ― ― 1,999

(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21年５月22日 
取締役会

普通株式 237 5.00 平成21年３月31日 平成21年６月25日

平成21年10月30日 
取締役会

普通株式 142 3.00 平成21年９月30日 平成21年12月７日

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月21日 
取締役会

普通株式 95 利益剰余金 2.00 平成22年３月31日 平成22年６月25日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

※１ 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は以下の通りで
あります。

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金 19,120 百万円

計 19,120 百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △500 百万円

信託口座 △262 〃

計 △762 百万円

現金及び現金同等物 18,358 百万円
 

※１ 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は以下の通りで
あります。

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金 21,426 百万円

計 21,426 百万円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △500 百万円

信託口座 △320 〃

計 △820 百万円

現金及び現金同等物 20,605 百万円

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の
資産及び負債の主な内訳
 出資持分の取得により新たに昇龍匿名組合１号、
昇龍匿名組合２号、昇龍匿名組合３号及び昇龍匿名
組合４号を連結したことに伴う連結開始時の資産及
び負債の内訳並びに昇龍匿名組合１号の取得価額と
その他の関係会社有価証券の取得による収入(純額)
との関係は次のとおりであります。なお、昇龍匿名
組合１号は昇龍匿名組合２号、昇龍匿名組合３号及
び昇龍匿名組合４号を連結しているため、昇龍匿名
組合1号がこれらを連結した金額で記載しておりま
す。

昇龍匿名組合１号（連結）

流動資産 613 百万円

固定資産 6,609

流動負債 △106

固定負債 △4,152

少数株主持分 △1,014

昇龍匿名組合１号の取得価額 1,950

投資有価証券からの振替額 △1,950

差引：昇龍匿名組合１号の取得
価額

―

現金及び現金同等物 169

差引：昇龍匿名組合１号の取得
による収入

169

 

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の
資産及び負債の主な内訳
出資持分の取得により新たに昇龍匿名組合５号を

連結したことに伴う、連結開始時の資産及び負債の
内訳並びに昇龍匿名組合５号の出資金の引継額との
関係は次のとおりであります。

昇龍匿名組合５号

流動資産 111 百万円

固定資産 1,495

流動負債 △4

固定負債 △1,602

取得価額 ―

現金及び現金同等物 37

差引：昇龍匿名組合５号取得に
よる収入

37

※３ 重要な非資金取引の内容
 私募社債の償還金との相殺によるその他の関係会
社有価証券の取得1,950百万円。なお、これにより
取得したその他の関係会社有価証券は、昇龍匿名組
合１号に対する出資持分であり、当連結会計年度末
より連結子会社に含めております。

※３ 重要な非資金取引の内容
――――――
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前連結会計年度（自平成20年4月１日 至平成21年3月31日）及び当連結会計年度（自平成21年4月

１日 至平成22年3月31日） 

 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有価証券の引受およ

び売出し、④有価証券の募集および売出しの取扱い、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、「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おり、事業の種

類別セグメント情報の該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自平成20年4月１日 至平成21年3月31日）及び当連結会計年度（自平成21年4月

１日 至平成22年3月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店等がないため、該当事項は

ありません。 

  

前連結会計年度（自平成20年4月１日 至平成21年3月31日）及び当連結会計年度（自平成21年4月

１日 至平成22年3月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

当連結会計年度（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。 

(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

(関連当事者情報)
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 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 

当社が行うトレーディング取引に係る取扱商品は、1)株式や債券に代表される有価証券、2)株価

指数の先物取引やオプション取引、国債証券の先物取引やオプション取引、金利先物取引といった

取引所取引の金融派生商品および 3)スワップ取引、為替予約取引、選択権付債券売買取引等の取

引所取引以外の金融派生商品の３種類に大別されます。 

② トレーディングに対する取組方針 

当社は、金融商品取引業を営んでおり、トレーディングにおけるリスクテイクを業務としており

ますので、有価証券等の売買取引のほか、デリバティブ取引についても業務として取り組んでお

り、そのリスク管理は極めて重要であると認識しております。 

③ トレーディングの利用目的 

当社が行うトレーディング取引は、有価証券の売買その他の取引を公正ならしめ、かつ流通を円

滑ならしめることを目的としております。またトレーディングにおいてデリバティブ取引を効率的

に活用することにより、顧客ニーズに対する適応力やトレーディング・ポジションの管理能力を向

上させております。 

④ トレーディングに係るリスクの内容 

トレーディング取引に伴って発生し、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、マーケットリスクと取引先リスクがあげられます。マーケットリスクは、株価・金利・為

替等の市場価格が変動することによって発生するリスクであり、取引先リスクは、発行体や取引相

手先が契約を履行できなくなる場合、すなわちデフォルト状態になったときに発生するリスクであ

ります。 

⑤ トレーディングに係るリスク管理体制 

トレーディング業務は、市況の変化に影響を受けやすく、取扱商品の多様化ならびにマーケット

リスクが複雑化しておりますので、リスク管理は極めて重要と認識しております。当社のリスク管

理の基本は、財務状況に合せたリスクを適切にコントロールすることであります。このため当社で

は「自己計算による売買取引の実施権限に関する規程」を定め、ポジション枠、ロスカットルー

ル、与信枠等の設定をしております。また、リスク管理は、商品部門、営業部門から独立した経理

部門が掌握し、トレーディングポジションの状況は経営者に毎日報告されており、損益と合せて報

告書が月例取締役会に提出され分析・検討が行われております。 

また、自己売買に関するポジション管理を目的とした、リスク管理部において、多様な取引手法

やポジション枠の増加につきリスクをより正確に把握、監視する体制としております。 

  

(2) 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価 

 
  

(有価証券関係)

種類
連結貸借対照表計上額 当連結会計年度の損益に

含まれた評価差額(百万円)資産(百万円) 負債(百万円)

株式 5 ― 0

債券 626 ― △5

受益証券 36 ― △30

合計 667 ― △34
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(3) デリバティブ取引の契約額等および時価 

 
  

２ トレーディングに係るもの以外 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 市場価格のある有価証券の減損にあたっては、下落率が50％以上の場合はすべて減損処理を行い、下落率が

30％以上50％未満の場合は株価の動向、財政状態を勘案して減損処理を行っております。 

なお、当連結会計年度において1,821百万円を減損処理しております。 

  

(2) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
  

(3) 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
(注) 当連結会計年度においてその他有価証券で時価のない株式について、364百万円の減損処理を行っております。

  

種類

平成21年３月31日現在

資産 負債

契約額等(百万円) 時価(百万円) 契約額等(百万円) 時価(百万円)

オプション取引 ― ― ― ―

為替予約取引 ― ― ― ―

先物取引 7,878 76 7,798 156

スワップ取引 ― ― ― ―

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表 
計上額(百万円)

差   額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得価額を超えるもの

株式 3,957 6,509 2,552

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 3,957 6,509 2,552

連結貸借対照表計上額が取得価額を超えないもの

株式 2,210 1,975 △ 235

債券 ― ― ―

その他 100 97 △ 2

小計 2,310 2,072 △ 238

合計 6,267 8,581 2,314

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

14 13 2

種類 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 3,118

 非上場債券 1,842

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 2,286
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(4) その他有価証券のうち満期のあるものの今後の償還予定額 

 
(注）社債（１年以内）に対して、貸倒引当金860百万円を計上しております。 

  

(5) デリバティブ取引関係（市場取引以外の取引） 

前連結会計年度（自 平成20年4月１日 至 平成21年3月31日） 

① 取引の状況に関する事項 

取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。 

取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引

は行わない方針であります。 

取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、借入金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスク

を回避する目的で利用しております。 

ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合に特例処理を採用しております。 

ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘッジ手段 

 主に当社の内規である「資金運用及び調達に関する事務細則」に基づき、金利変動リスクを

ヘッジしております。 

ヘッジ対象 

 長期借入金利 

ヘッジ手段 

 金利スワップ 

有効性評価の方法 

 金利スワップについて特例処理の要件に該当するか否かの判断をもって有効性の判定に代え

ております。 

取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。なお、取引相手先は信

用度の高い金融機関であるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。 

取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、社内規則に基づき適切な承認を受け経理部が行

っております。 

② 取引の時価等に関する事項 

期末残高がないため、該当事項はありません。 

  

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内 
(百万円)

10年超
(百万円)

債券

 社債 100 42 ― ―

 その他 1,700 ― ― ―

合計 1,800 42 ― ―
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当連結会計年度（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 

当社が行うトレーディング取引に係る取扱商品は、1)株式や債券に代表される有価証券、2)株価

指数の先物取引やオプション取引、国債証券の先物取引やオプション取引、金利先物取引といった

取引所取引の金融派生商品および 3)スワップ取引、為替予約取引、選択権付債券売買取引等の取

引所取引以外の金融派生商品の３種類に大別されます。 

② トレーディングに対する取組方針 

当社は、金融商品取引業を営んでおり、トレーディングにおけるリスクテイクを業務としており

ますので、有価証券等の売買取引のほか、デリバティブ取引についても業務として取り組んでお

り、そのリスク管理は極めて重要であると認識しております。 

③ トレーディングの利用目的 

当社が行うトレーディング取引は、有価証券の売買その他の取引を公正ならしめ、かつ流通を円

滑ならしめることを目的としております。またトレーディングにおいてデリバティブ取引を効率的

に活用することにより、顧客ニーズに対する適応力やトレーディング・ポジションの管理能力を向

上させております。 

④ トレーディングに係るリスクの内容 

トレーディング取引に伴って発生し、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、マーケットリスクと取引先リスクがあげられます。マーケットリスクは、株価・金利・為

替等の市場価格が変動することによって発生するリスクであり、取引先リスクは、発行体や取引相

手先が契約を履行できなくなる場合、すなわちデフォルト状態になったときに発生するリスクであ

ります。 

⑤ トレーディングに係るリスク管理体制 

トレーディング業務は、市況の変化に影響を受けやすく、取扱商品の多様化ならびにマーケット

リスクが複雑化しておりますので、リスク管理は極めて重要と認識しております。当社のリスク管

理の基本は、財務状況に合せたリスクを適切にコントロールすることであります。このため当社で

は「自己計算による売買取引の実施権限に関する規程」を定め、ポジション枠、ロスカットルー

ル、与信枠等の設定をしております。また、リスク管理は、商品部門、営業部門から独立した経理

部門が掌握し、トレーディングポジションの状況は経営者に毎日報告されており、損益と合せて報

告書が月例取締役会に提出され分析・検討が行われております。 

また、自己売買に関するポジション管理を目的とした、リスク管理部において、多様な取引手法

やポジション枠の増加につきリスクをより正確に把握、監視する体制としております。 

  

(2) 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価 

 
  

種類
連結貸借対照表計上額 当連結会計年度の損益に

含まれた評価差額(百万円)資産(百万円) 負債(百万円)

株式 130 125 6

債券 389 ― △4

受益証券 31 ― 38

合計 551 125 39
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(3) デリバティブ取引の契約額等および時価 

 
  

２ トレーディングに係るもの以外 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 市場価格のある有価証券の減損にあたっては、下落率が50％以上の場合はすべて減損処理を行い、下落率が

30％以上50％未満の場合は株価の動向、財政状態を勘案して減損処理を行っております。 

なお、当連結会計年度において221百万円を減損処理しております。 

  

(2) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
  

(3) 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
(注) 当連結会計年度においてその他有価証券で時価のない株式について、44百万円の減損処理を行っております。 

  

種類

平成22年３月31日現在

資産 負債

契約額等(百万円) 時価(百万円) 契約額等(百万円) 時価(百万円)

オプション取引 ― ― ― ―

為替予約取引 ― ― ― ―

先物取引 2,390 11 2,398 19

スワップ取引 ― ― ― ―

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表 
計上額(百万円)

差   額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得価額を超えるもの

株式 4,081 7,947 3,866

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 4,081 7,947 3,866

連結貸借対照表計上額が取得価額を超えないもの

株式 1,734 1,420 △314

債券 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 1,734 1,420 △314

合計 5,815 9,367 3,552

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

736 329 69

種類 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 2,018

 非上場債券 ―

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 1,569

藍澤證券㈱（8708）　平成22年３月期決算短信

－　36　－



(4) デリバティブ取引関係（市場取引以外の取引） 

当連結会計年度（自 平成21年4月１日 至 平成22年3月31日） 

① 取引の状況に関する事項 

該当事項はありません。 

  

② 取引の時価等に関する事項 

期末残高がないため、該当事項はありません。 

  

 
  

(注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

当連結会計年度（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。 

リース取引、税効果会計、金融商品、退職給付、ストックオプション等、賃貸不動産に関する注記

事項については、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ており

ます。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１株当たり純資産額 922円30銭

１株当たり当期純損失（△） △138円92銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり純利益金額について
は、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

 

１株当たり純資産額 905円75銭

１株当たり当期純損失（△） △24円58銭

なお、潜在株式調整後１株当たり純利益金額について
は、１株当たり当期純損失であり、また、希薄化効果を
有している潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純損失（△）（百万円） △6,724 △1,167

普通株式に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円） △6,724 △1,167

普通株式の期中平均株式数（千株） 48,402 47,525

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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平成22年３月期連結決算資料 

 
  

１．受入手数料

  (1) 科目別内訳 （単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年４月１日 （平成21年４月１日 前年度比（％）

平成21年３月31日） 平成22年３月31日）

委託手数料 5,495 6,386 116.2

（ 株  券 ） （ 5,425 ） （ 6,325 ） （ 116.6 ）

（ 債  券 ） （ 3 ） （ 6 ） （ 190.8 ）

（ そ の 他 ） （ 66 ） （ 54 ） （ 82.0 ）
引受け・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の手数料

7 102 1,449.1

（ 株  券 ） （ 4 ） （ 100 ） （ 2,359.1 ）

（ 債  券 ） （ 2 ） （ 1 ） （ 69.6 ）
募集・売出し・特定投資家向け
売付け勧誘等の取扱手数料

1,318 1,684 127.8

その他の受入手数料 843 650 77.1

合計 7,664 8,824 115.1

  (2) 商品別内訳  （単位：百万円）
前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年４月１日 （平成21年４月１日 前年度比（％）

平成21年３月31日） 平成22年３月31日）

株券 5,485 6,495 118.4

債券 16 24 145.1

受益証券 2,037 2,206 108.3

その他 124 97 78.3

合計 7,664 8,824 115.1

２．トレーディング損益 （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（平成20年４月１日 （平成21年４月１日 前年度比（％）

平成21年３月31日） 平成22年３月31日）

株券等 869 1,033 118.9

債券・為替等 881 831 94.4

（ 債 券 等 ） ( 232 ) ( 139 ) （ 60.1 )

（ 為 替 等 ） ( 648 ) ( 691 ) （ 106.7 )

合計 1,750 1,865 106.6
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（ご参考）連結損益計算書の四半期推移 

（単位：百万円）

区  分

前第１四半期 前第２四半期 前第３四半期 前第４四半期 当第１四半期 当第２四半期 当第３四半期 当第４四半期

H20.4.1 H20.7.1 H20.10.1 H21.1.1 H21.4.1 H21.7.1 H21.10.1 H22.1.1

H20.6.30 H20.9.30 H20.12.31 H21.3.31 H21.6.30 H21.9.30 H21.12.31 H22.3.31

金  額 金  額 金  額 金  額 金  額 金額 金額 金額

営業収益

受入手数料 2,392 1,874 1,739 1,657 2,592 2,229 1,912 2,089

委託手数料 1,719 1,250 1,353 1,171 2,033 1,632 1,294 1,426

引受・売出手数料 1 2 1 1 0 0 5 96

募集・売出しの取扱 
手数料

396 363 216 342 417 432 433 402

その他 274 258 168 142 142 164 179 164

トレーディング損益 821 317 234 376 657 356 504 346

金融収益 234 238 158 126 129 155 149 144

その他の営業収益 △59 △60 11 △212 24 15 △15 △181

営業収益計 3,388 2,370 2,144 1,947 3,404 2,757 2,550 2,399

金融費用 110 114 87 82 83 79 68 75

純営業収益 3,278 2,255 2,057 1,865 3,320 2,677 2,482 2,323

販売費・一般管理費

取引関係費 405 385 319 339 386 390 365 361

人件費 1,488 1,327 1,371 1,203 1,364 1,300 1,254 1,236

不動産関係費 371 361 401 386 319 296 285 282

事務費 599 602 699 582 606 525 540 522

減価償却費 150 155 153 163 132 133 140 144

租税公課 71 15 30 16 62 25 22 2

その他 302 247 250 251 279 244 193 193

販売費・一般管理費計 3,389 3,096 3,225 2,944 3,151 2,917 2,802 2,743

営業利益 △111 △840 △1,168 △1,078 168 △240 △320 △419

営業外収益 357 42 99 66 288 203 221 195

営業外費用 22 123 42 179 189 650 284 253

経常利益 223 △921 △1,111 △1,191 267 △687 △382 △476

特別利益 861 18 97 179 23 689 ― 85

特別損失 198 783 2,564 118 9 95 292 319

税引前四半期（当期）純
利益

885 △1,685 △3,578 △1,131 282 △93 △675 △710

税金費用 180 628 358 47 △7 △33 2 1

少数株主利益 ― ― ― ― 4 3 0 △0

四半期（当期）純利益 704 △2,314 △3,936 △1,178 285 △63 △678 △711
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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 18,268 20,662

預託金 11,690 12,933

有価証券 100 －

トレーディング商品 744 563

商品有価証券等 667 551

デリバティブ取引 76 11

約定見返勘定 946 654

信用取引資産 12,863 20,559

信用取引貸付金 10,705 18,614

信用取引借証券担保金 2,158 1,945

立替金 331 885

顧客への立替金 324 885

その他の立替金 6 0

短期差入保証金 4,596 2,782

短期貸付金 500 400

前払金 24 3

前払費用 289 303

未収入金 182 33

未収還付法人税等 579 32

未収収益 376 499

その他の流動資産 11 －

貸倒引当金 △61 △104

流動資産計 51,444 60,209

固定資産   

有形固定資産 4,383 4,064

建物 1,374 1,168

器具備品（純額） 193 190

土地 2,814 2,640

その他（純額） － 65

無形固定資産 700 594

借地権 115 115

ソフトウエア 504 385

電話加入権 81 80

その他の無形固定資産 － 12

投資その他の資産 19,021 18,184

投資有価証券 14,492 12,956

関係会社株式 661 575

その他の関係会社有価証券 2,917 3,389
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(単位：百万円)

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) 

出資金 7 4

関係会社出資金 14 －

長期貸付金 188 187

従業員に対する長期貸付金 83 70

長期差入保証金 803 494

長期差入保証金代用有価証券 22 －

長期前払費用 525 406

前払年金費用 278 209

長期立替金 649 645

その他 134 132

貸倒引当金 △1,758 △886

固定資産計 24,105 22,843

資産合計 75,550 83,052

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 156 145

商品有価証券等 － 125

デリバティブ取引 156 19

信用取引負債 10,536 13,882

信用取引借入金 6,745 10,434

信用取引貸証券受入金 3,790 3,447

預り金 4,516 8,847

顧客からの預り金 4,267 4,329

その他の預り金 248 4,517

受入保証金 7,403 7,486

短期借入金 6,210 6,210

未払金 367 509

未払費用 204 204

未払法人税等 0 41

繰延税金負債 39 －

賞与引当金 170 190

その他の流動負債 42 89

流動負債計 29,645 37,606

固定負債   

繰延税金負債 1,017 1,419

役員退職慰労引当金 266 －

長期預り金 311 538

その他の固定負債 － 47

固定負債計 1,595 2,005
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(単位：百万円)

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) 

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 250 226

特別法上の準備金計 250 226

負債合計 31,492 39,838

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,000 8,000

資本剰余金   

資本準備金 7,863 7,863

その他資本剰余金 187 187

資本剰余金合計 8,050 8,050

利益剰余金   

利益準備金 3,202 3,202

その他利益剰余金   

修繕積立金 3,000 3,000

固定資産圧縮積立金 － －

買換資産圧縮積立金 125 125

別途積立金 26,870 20,370

繰越利益剰余金 △6,071 △1,217

利益剰余金合計 27,126 25,480

自己株式 △549 △549

株主資本合計 42,627 40,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,431 2,232

評価・換算差額等合計 1,431 2,232

純資産合計 44,058 43,214

負債・純資産合計 75,550 83,052
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

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 7,664 8,825

委託手数料 5,495 6,386

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

7 102

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

1,318 1,684

その他の受入手数料 843 651

トレーディング損益 1,750 1,865

金融収益 758 579

営業収益計 10,173 11,269

金融費用 395 307

純営業収益 9,778 10,962

販売費・一般管理費 12,578 11,570

取引関係費 1,446 1,515

人件費 5,340 5,114

不動産関係費 1,530 1,200

事務費 2,479 2,189

減価償却費 611 538

租税公課 127 108

貸倒引当金繰入れ － 33

その他 1,043 870

営業利益 △2,800 △607

営業外収益   

不動産賃貸料 34 38

受取配当金 389 182

有価証券利息 74 84

その他 79 125

営業外収益計 577 431

営業外費用   

投資事業組合運用損 614 1,058

その他 10 22

営業外費用計 624 1,081

経常利益 △2,847 △1,256
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(単位：百万円)

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   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 13 329

貸倒引当金戻入額 110 391

役員賞与引当金戻入額 18 －

新株予約権戻入益 146 －

金融商品取引責任準備金戻入 813 23

償却債権取立益 31 －

その他 1 －

特別利益計 1,133 745

特別損失   

固定資産除却損 311 12

固定資産売却損 － －

投資有価証券売却損 2 153

関係会社株式売却損 － －

投資有価証券評価損 1,828 265

関係会社株式評価損 － －

減損損失 438 292

役員特別退職金 192 －

貸倒引当金繰入額 860 －

その他 31 67

特別損失計 3,663 792

税引前当期純利益 △5,378 △1,303

法人税、住民税及び事業税 39 30

過年度法人税等 17 －

法人税等調整額 1,157 △67

当期純利益 △6,592 △1,265
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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 8,000 8,000

当期末残高 8,000 8,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,863 7,863

当期末残高 7,863 7,863

その他資本剰余金   

前期末残高 187 187

当期末残高 187 187

資本剰余金合計   

前期末残高 8,050 8,050

当期末残高 8,050 8,050

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,202 3,202

当期末残高 3,202 3,202

その他利益剰余金   

修繕積立金   

前期末残高 3,000 3,000

当期末残高 3,000 3,000

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 125 125

当期末残高 125 125

別途積立金   

前期末残高 26,870 26,870

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △6,500

当期変動額合計 － △6,500

当期末残高 26,870 20,370

繰越利益剰余金   

前期末残高 864 △6,071

当期変動額   

別途積立金の取崩 － 6,500

剰余金の配当 △343 △380

当期純利益 △6,592 △1,265

当期変動額合計 △6,935 4,854

当期末残高 △6,071 △1,217
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(単位：百万円)

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 34,062 27,126

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △380

当期純利益 △6,592 △1,265

当期変動額合計 △6,935 △1,645

当期末残高 27,126 25,480

自己株式   

前期末残高 △147 △549

当期変動額   

自己株式の取得 △401 －

当期変動額合計 △401 －

当期末残高 △549 △549

株主資本合計   

前期末残高 49,965 42,627

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △380

当期純利益 △6,592 △1,265

自己株式の取得 △401 －

当期変動額合計 △7,337 △1,645

当期末残高 42,627 40,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,456 1,431

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,025 801

当期変動額合計 △1,025 801

当期末残高 1,431 2,232

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,456 1,431

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,025 801

当期変動額合計 △1,025 801

当期末残高 1,431 2,232

新株予約権   

前期末残高 65 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 －

当期変動額合計 △65 －

当期末残高 － －
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(単位：百万円)

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) 

純資産合計   

前期末残高 52,486 44,058

当期変動額   

剰余金の配当 △343 △380

当期純利益 △6,592 △1,265

自己株式の取得 △401 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,090 801

当期変動額合計 △8,428 △844

当期末残高 44,058 43,214
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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。 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

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。 

  

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

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。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【重要な会計方針】

(6)【重要な会計方針の変更】

(企業結合等関係)

(重要な後発事象)

6. その他

(1) 役員の異動
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 平成22年３月期決算資料（個別）

１．手数料収入

 (1) 科目別内訳 （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度 前年度比（％）

委託手数料 5,495 6,386 116.2

（ 株  券 ） （ 5,425 ） （ 6,325 ） （ 116.6 ）

（ 債  券 ） （ 3 ） （ 6 ） （ 190.8 ）

（ そ の 他 ） （ 66 ） （ 54 ） （ 82.0 ）

引受け・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の手数料 7 102 1,449.1

（ 株  券 ） （ 4 ） （ 100 ） （ 2,359.1 ）

（ 債  券 ） （ 2 ） （ 1 ） （ 69.6 ）

募集・売出し・特定投資家向け
売付け勧誘等の取扱手数料 1,318 1,684 127.8

その他の受入手数料 843 651 77.2

合計 7,664 8,825 115.2

 (2) 商品別内訳 （単位：百万円）

前事業年度 当事業年度 前年度比（％）

株券 5,485 6,495 118.4

債券 16 24 145.1

受益証券 2,037 2,206 108.3

その他 124 98 78.9

合計 7,664 8,825 115.2

２．トレーディング損益

（単位：百万円）

前事業年度 当事業年度 前年度比（％）

株券等 869 1,033 118.9

債券・為替等 881 831 94.4

（ 債 券 等 ） （ 232 ） （ 139 ） （ 60.0 ）

（ 為 替 等 ） （ 648 ） （ 691 ） （ 106.7 ）

合計 1,750 1,865 106.6
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３．株式売買高（先物取引等を除く） （単位：百万株・百万円）

前事業年度 当事業年度 前年同期比（％）

株数 金額 株数 金額 株数 金額

合計 6,844 3,735,183 10,196 3,578,443 149.0 95.8

（自己） ( 3,276 ) ( 2,095,683 ) ( 5,091 ) ( 2,031,196 ) ( 155.4 ) ( 96.9 )

（委託） ( 3,567 ) ( 1,639,499 ) ( 5,105 ) ( 1,547,246 ) ( 143.1 ) ( 94.4 )

委託比率 52.1% 43.9% 50.1% 43.2%

東証シェア 0.53% 0.35% 0.73% 0.43%

１株当たりの委託手数料 1円 52銭 1円 23銭

４．引受・募集・売出しの取扱高
（単位：百万株・百万円）

前事業年度 当事業年度 前年同期比（％）

引 
受 
高

株券 （株数） 0 1 251.9

〃 （金額） 368 3,340 907.3

債券 （額面金額） 911 736 80.7

コマーシャル・ペーパー及び

外国証書 （〃） ― ― ―

の
取
扱
高
※

募
集
売
出
し

株券 （株数） 0 1 251.5

〃 （金額） 370 3,341 901.2

債券 （額面金額） 2,011 1,336 66.4

受益証券 （〃） 514,530 570,885 111.0

コマーシャル・ペーパー及び

外国証書 （〃） ― ― ―

※売出高及び私募の取扱高が含まれております。

５．自己資本規制比率 （単位：百万円）

区分 前事業年度末 当事業年度末

基本的項目 資本合計 （Ａ） 42,389 40,886

補完的項目

評価差額金等 1,431 2,232

金融商品取引責任準備金 250 226

貸倒引当金 61 104

計 （Ｂ） 1,743 2,564

控除資産 （Ｃ） 16,817 14,302

固定化されていない自己資本（Ａ）＋（Ｂ）－（Ｃ） （Ｄ） 27,316 29,147

リスク相当額

市場リスク相当額 1,294 1,436

取引先リスク相当額 819 907

基礎的リスク相当額 3,123 2,773

計 （Ｅ） 5,238 5,117

自己資本規制比率（％） （Ｄ）／（Ｅ）×100 521.4 569.5
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（参考）損益計算書の四半期推移 （単位：百万円）

区  分

前第１四半期 前第２四半期 前第３四半期 前第４四半期 当第１四半期 当第２四半期 当第３四半期 当第４四半期

H20. 4. 1 H20. 7. 1 H20.10. 1 H21. 1. 1 H21. 4. 1 H21.7.1 H21.10.1 H22.1.1

H20. 6.30 H20. 9.30 H20.12.31 H21. 3.31 H21. 6.30 H21.9.30 H21.12.31 H22.3.31

金  額 金  額 金  額 金  額 金  額 金  額 金  額 金  額

営業収益

受入手数料 2,392 1,874 1,739 1,657 2,592 2,230 1,912 2,089

委託手数料 1,719 1,250 1,353 1,171 2,033 1,632 1,294 1,426

引受・売出手数料 1 2 1 1 0 0 5 96

募集・売出しの取扱 
手数料

396 363 216 342 417 432 433 402

その他 274 258 168 142 142 165 179 164

トレーディング損益 821 317 234 376 657 356 504 346

金融収益 234 238 158 126 129 155 149 144

その他の営業収益 ― ― ― ― ― ― ― ―

営業収益計 3,448 2,431 2,133 2,160 3,379 2,742 2,566 2,581

金融費用 110 114 87 82 83 79 68 75

純営業収益 3,337 2,316 2,045 2,078 3,296 2,662 2,498 2,505

販売費・一般管理費

取引関係費 404 385 318 338 385 389 379 360

人件費 1,474 1,313 1,360 1,191 1,353 1,290 1,244 1,225

不動産関係費 372 366 407 383 323 300 288 287

事務費 598 602 697 581 605 524 538 521

減価償却費 147 152 150 160 129 130 137 140

租税公課 67 17 25 16 58 22 21 5

その他 300 244 248 249 278 242 192 190

販売費・一般管理費計 3,365 3,082 3,208 2,921 3,134 2,900 2,802 2,732

営業利益 △28 △766 △1,162 △842 161 △237 △304 △226

営業外収益 358 46 103 68 157 69 92 112

営業外費用 79 164 46 334 39 560 201 279

経常利益 251 △884 △1,106 △1,108 279 △728 △413 △394

特別利益 839 18 96 179 23 689 ― 32

特別損失 198 783 2,563 118 95 92 292 311

税引前四半期（当期）純
利益

892 △1,648 △3,572 △1,048 207 △132 △705 △672

税金費用 180 628 358 47 △7 △33 2 1

四半期（当期）純利益 711 △2,277 △3,930 △1,095 215 △98 △708 △674

藍澤證券㈱（8708）　平成22年３月期決算短信

－　51　－


	決算短信201004301046_サマリー.pdf
	バインダ17.pdf
	決算短信201004301639_XBRL連結.pdf
	バインダ16.pdf
	決算短信201004301629.pdf
	決算短信201004301639_XBRL単体.pdf





