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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

当期中のわが国経済は、金融緩和等を背景に企業収益や雇用情勢の改善がみられ景気は緩やかな回復基調をたど

りました。一方で中国を始めとするアジア新興国の景気下振れや原油価格の下落等海外要因がわが国の景気を下押

しする状況が継続しております。

株式市況についてみますと、19,034円で始まった日経平均株価は、企業業績の拡大や米国の好調な経済指標等を

背景に上昇基調を維持しました。しかし、８月に入ると人民元の基準値切り下げをきっかけに中国景気に対する不

透明感が意識され株価は下落、９月終わりには16,000円台を付けました。その後、一時的に持ち直したものの、1月

に入ると再び中国経済に対する懸念や原油市況の低迷を背景に企業業績の先行きに対する懸念が拡大し株価は下落、

最終的には16,758円で取引を終了しました。

こうした環境の下、当社の資金運用状況をみますと、まず貸付金は一般貸付金の増加を主な要因として、期中運

用平均残高は60億円と、前期（53億円）比７億円の増加となりました。

貸付金以外の運用面をみますと、有価証券投資の期中運用平均残高は388億円と、前期（409億円）比21億円の減

少となりました。また現金担保付きレポ取引による借入有価証券代り金の期中運用平均残高は73億円と、前期（70

億円）比２億円の増加となりました。

　こうした運用状況の下、当期の営業収益は８億64百万円と一般貸付金利息の増収を中心として前期(８億60百万

円)比３百万円の増収となりました。

次に営業費用は、支払利息が減少し、２億43百万円と、前期(２億57百万円)比14百万円の減少となりました。ま

た、一般管理費は退職給付引当金の戻入及び減価償却費の減少を主因として４億23百万円と、前期(４億28百万円)

比５百万円の減少となりました。

　この結果、営業利益は１億96百万円と、前期(１億73百万円)比22百万円の増益となりました。また、これに営業

外損益を加減算した経常利益は２億59百万円と、前期(２億66百万円)比７百万円の減益となりました。最終的に税

金費用を減算した当期純利益は１億73百万円と、前期(１億82百万円)比９百万円の減益となっております。

　

部門別営業の状況は以下のとおりです。

① 貸借取引貸付部門

貸借取引貸付金の期中平均残高は11億13百万円と、信用取引買残高が減少したこと等により、前期に比べ29百万

円、2.6％の減少となりました。また、貸借取引貸付有価証券の期中平均残高が前期比５百万円減少の15百万円とな

ったこと等から、有価証券貸付料は減収となりました。この結果、当部門の収益は10百万円と前期比３百万円、

23.8％の減収となりました。

② 公社債貸付部門

個人向け公社債貸付金の需要はなく、期中を通して取引はありませんでした。

③ 一般貸付部門

金融商品取引業者向け一般貸付金の期中平均残高は19億58百万円と、前期比２億52百万円、14.8％の増加となり

ました。さらに、顧客向け一般貸付金の期中平均残高は29億96百万円と、前期比４億77百万円、19.0％の増加とな

りました。この結果、一般貸付金全体の期中平均残高は49億55百万円と、前期比７億30百万円、17.3％の増加とな

り、当部門の営業収益は１億27百万円、前期比13百万円、12.1％の増収となりました。

④ その他の部門

その他の部門は、７億26百万円と、前期比７百万円、1.0％の減収となりました。有価証券運用収入が前期比６百

万円減少したことが主因です。
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（次期の見通し）

次期の見通しにつきましては、引き続いて雇用・所得環境の改善や国内の経済対策への期待を背景に景気は緩や

かな回復基調をたどることが期待されます。

　当社としましては、引き続き営業力を高める施策を推し進め、貸付金の確保を図ってまいります。また、経営の

安定性を確保し、社会的信頼の確保に努める所存です。

次期の業績につきましては、営業収益８億円（平成28年３月期 ８億64百万円）、営業利益１億50百万円（平成

28年３月期 １億96百万円）、経常利益１億80百万円（平成28年３月期 ２億59百万円）、当期純利益１億30百万

円（平成28年３月期 １億73百万円）を見込んでおります。

（２）財政状態に関する分析

　

　（資産、負債及び純資産の状況）

当事業年度末の総資産残高は507億71百万円と、前事業年度末（以下「前期末」）から34億97百万円減少しまし

た。流動資産は、205億44百万円と、前期末から６億86百万円増加しました。未収入金が15億74百万円増加したこ

とが主因です。一方、固定資産は、302億27百万円と、前期末から41億84百万円減少しました。これは、投資有価

証券が47億８百万円減少したことによります。

　負債残高は、470億95百万円と、前期末から29億13百万円減少しました。未払金が37億74百万円減少したことが

主因です。

　純資産は36億75百万円と前期末から５億83百万円減少しました。これは、その他有価証券評価差額金が７億９

百万円減少したことによります。自己資本比率は7.2％と、自己資本の減少により前期末から0.7％減少しました。

　

　（キャッシュ・フローの状況）

当事業年度末の現金及び現金同等物は、前期末比４億53百万円減少し、４億10百万円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、17億69百万円の収入超過(前事業年度は64億66百万円の支出超過)

となりました。営業貸付金の減少による収入が４億76百万円、及び短期借入金等の有利子負債残高の増加による

収入が12億円あったこと等によります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、21億74百万円の支出超過(前事業年度は67億44百万円の収入超過)

となりました。有価証券の売買に伴う決済がネットで11億６百万円の支出超過、先物等の証拠金勘定への入出金

がネットで９億34百万円の支出超過となりました。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、48百万円の支出超過(前事業年度は35百万円の支出超過)となりま

した。これは主に、配当金の支払による支出が47百万円あったことによります。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しております。

当社は、公共的使命を持つ金融機関として経営の健全性を確保するために必要な内部留保の充実を図りつつ、安

定的な配当の継続を基本とし、業績等に応じて利益還元を行う方針としており、当期の配当は年間60円とするほ

か、次期の配当につきましても、現在のところ当期と同じ年間60円を見込んでおります。

（４）事業等のリスク

最近の有価証券報告書(平成27年6月24日提出)における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省

略しております。

決算短信（宝印刷） 2016年04月26日 19時54分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



中部証券金融株式会社(8513) 平成28年３月期 決算短信

4

２．企業集団の状況

　該当事項はありません。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社は、公共的役割を担う証券金融の専門機関として、中部地区を中心に、証券・金融の多様なニーズに適切に

応えることなどにより、証券市場の基盤を支え、以って社会の発展に貢献することを使命としております。

（２）経営目標

収益基盤の強化

営業活動の拡充・強化と新商品の開発等を通して営業力を高めるとともに、有価証券運用のパフォーマンス向

上などに努めることにより、収益基盤を強化してまいります。

　

経営の効率性・安定性の確保

業務内容の見直しや人員の適正配置等を通じて効率経営を推進するとともに、リスク管理の徹底や自己資本の

充実などにより経営の安定性を高めてまいります。

　

信頼の向上

内部統制の徹底、コンプライアンスの遵守、ガバナンスの確立、公共的な使命を自覚した役職員の行動等を通

じて、社会からの信認を高めてまいります。

（３）会社の対処すべき課題

当社は、平成26年度を初年度とする期間３年の中期経営方針を策定しております。「証券金融の専門機関として、

証券市場の基盤を支え、以って社会の発展に貢献する」という基本方針のもと、これまでの取組結果を踏まえ、営

業力を高める施策の実施や、自己資本の充実に向けた取り組みを進め、収益基盤の強化、経営の安定性確保に努め

てまいります。また、リスク管理の徹底、内部統制システムの整備、システムの効率性・利便性の向上に注力し、

企業価値の向上を図ってまいります。

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、国際的な事業展開や資金調達を行っておりませんので、日本基準に基づき財務諸表を作成しております。
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５．財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1 961,686 ※1 508,664

短期貸付金 6,179,826 5,702,933

貸借取引貸付金 1,592,229 885,534

一般貸付金 ※2 4,587,596 ※2 4,817,398

貸借取引貸付有価証券 17,273 21,017

借入有価証券代り金 7,310,963 7,328,459

前払費用 17,699 14,625

繰延税金資産 11,487 9,909

未収入金 ※1 5,271,347 ※1 6,846,174

その他 86,765 112,235

流動資産合計 19,857,048 20,544,020

固定資産

有形固定資産

建物 34,989 34,959

減価償却累計額 △12,331 △12,746

建物（純額） 22,657 22,212

器具備品 47,874 43,896

減価償却累計額 △37,524 △35,870

器具備品（純額） 10,349 8,025

土地 17,800 17,800

有形固定資産合計 50,807 48,038

無形固定資産

ソフトウエア 16,372 9,831

ソフトウエア仮勘定 - 119,156

施設利用権 746 746

無形固定資産合計 17,119 129,734

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 33,787,687 ※1 29,079,354

差入保証金 466,378 869,592

繰延税金資産 - 10,554

その他 89,783 89,783

投資その他の資産合計 34,343,849 30,049,285

固定資産合計 34,411,776 30,227,057

資産合計 54,268,825 50,771,077
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(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

コールマネー ※1 5,000,000 ※1 4,000,000

短期借入金 ※1,※3 35,300,000 ※1,※3 37,500,000

1年内返済予定の長期借入金 2,000,000 1,000,000

未払金 5,782,818 2,007,900

未払費用 10,316 10,723

未払法人税等 52,985 38,158

貸付有価証券代り金 17,273 21,017

担保金 270,000 270,000

預り金 5,048 6,103

預り有価証券 15,525 19,892

前受収益 11,204 9,736

賞与引当金 17,405 18,506

役員賞与引当金 7,900 7,900

その他 23,974 14,566

流動負債合計 48,514,453 44,924,505

固定負債

長期借入金 1,000,000 2,000,000

繰延税金負債 322,102 -

退職給付引当金 131,028 129,280

役員退職慰労引当金 41,944 41,944

固定負債合計 1,495,074 2,171,224

負債合計 50,009,527 47,095,729

純資産の部

株主資本

資本金 200,000 200,000

利益剰余金

利益準備金 50,000 50,000

その他利益剰余金

配当準備積立金 191,000 191,000

圧縮記帳積立金 18,968 19,088

別途積立金 1,530,000 1,530,000

繰越利益剰余金 1,480,267 1,606,091

利益剰余金合計 3,270,235 3,396,179

自己株式 △7,259 △7,771

株主資本合計 3,462,975 3,588,408

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 796,321 86,940

評価・換算差額等合計 796,321 86,940

純資産合計 4,259,297 3,675,348

負債純資産合計 54,268,825 50,771,077
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

営業収益

貸付金利息 121,297 134,453

貸借取引貸付金利息 7,821 7,209

一般貸付金利息 113,475 127,243

借入有価証券代り金利息 2,163 1,644

受取手数料 9,752 9,007

有価証券貸付料 3,958 2,009

有価証券利息配当金 723,564 717,105

有価証券利息 526,402 402,900

受取配当金 197,161 314,205

営業収益合計 860,735 864,220

営業費用

支払利息 166,456 152,014

コールマネー利息 42,577 38,307

借入金利息 123,878 113,706

支払手数料 86,756 86,621

計算事務委託手数料 68,238 68,240

その他 18,517 18,380

有価証券借入料 4,763 5,316

営業費用合計 257,976 243,952

営業総利益 602,759 620,268

一般管理費

報酬及び給料手当 233,116 238,427

退職給付費用 11,589 △344

賞与引当金繰入額 17,405 18,506

役員賞与引当金繰入額 7,900 7,900

福利厚生費 30,498 30,949

旅費交通費及び通信費 5,522 5,151

賃借料及び管理費 35,967 35,967

減価償却費 15,865 10,907

その他 70,918 76,262

一般管理費合計 428,783 423,727

営業利益 173,976 196,540
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

営業外収益

投資有価証券売却益 2,740,898 2,876,855

その他 2,360 2,044

営業外収益合計 2,743,258 2,878,899

営業外費用

投資有価証券売却損 821,773 2,273,718

デリバティブ取引運用損 1,793,136 501,196

その他 35,463 41,166

営業外費用合計 2,650,373 2,816,081

経常利益 266,860 259,359

特別損失

固定資産除却損 ※1 5 ※1 391

特別損失合計 5 391

税引前当期純利益 266,855 258,967

法人税、住民税及び事業税 86,616 81,562

法人税等調整額 △2,694 3,832

法人税等合計 83,922 85,395

当期純利益 182,933 173,572

決算短信（宝印刷） 2016年04月26日 19時54分 8ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



中部証券金融株式会社(8513) 平成28年３月期 決算短信

9

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当準備

積立金

圧縮記帳

積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 200,000 50,000 191,000 18,327 1,530,000 1,333,704 3,123,032

当期変動額

剰余金の配当 △35,729 △35,729

当期純利益 182,933 182,933

実効税率変更に伴う

圧縮記帳積立金の増

加

921 △921 ―

圧縮記帳積立金の取

崩
△280 280 ―

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― 640 ― 146,562 147,203

当期末残高 200,000 50,000 191,000 18,968 1,530,000 1,480,267 3,270,235

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △6,924 3,316,107 146,071 146,071 3,462,179

当期変動額

剰余金の配当 △35,729 △35,729

当期純利益 182,933 182,933

実効税率変更に伴う

圧縮記帳積立金の増

加

― ―

圧縮記帳積立金の取

崩
― ―

自己株式の取得 △334 △334 △334

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

650,249 650,249 650,249

当期変動額合計 △334 146,868 650,249 650,249 797,118

当期末残高 △7,259 3,462,975 796,321 796,321 4,259,297

決算短信（宝印刷） 2016年04月26日 19時54分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



中部証券金融株式会社(8513) 平成28年３月期 決算短信

10

当事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計配当準備

積立金

圧縮記帳

積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 200,000 50,000 191,000 18,968 1,530,000 1,480,267 3,270,235

当期変動額

剰余金の配当 △47,627 △47,627

当期純利益 173,572 173,572

実効税率変更に伴う

圧縮記帳積立金の増

加

412 △412 ―

圧縮記帳積立金の取

崩
△291 291 ―

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― 120 ― 125,823 125,944

当期末残高 200,000 50,000 191,000 19,088 1,530,000 1,606,091 3,396,179

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式

株主資本

合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △7,259 3,462,975 796,321 796,321 4,259,297

当期変動額

剰余金の配当 △47,627 △47,627

当期純利益 173,572 173,572

実効税率変更に伴う

圧縮記帳積立金の増

加

― ―

圧縮記帳積立金の取

崩
― ―

自己株式の取得 △511 △511 △511

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△709,381 △709,381 △709,381

当期変動額合計 △511 125,432 △709,381 △709,381 △583,948

当期末残高 △7,771 3,588,408 86,940 86,940 3,675,348
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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26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
　至 平成28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 266,855 258,967

減価償却費 15,865 10,907

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,554 1,101

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 700 -

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,541 △1,748

投資有価証券売却損益（△は益） △1,919,124 △603,137

固定資産除却損 5 391

デリバティブ取引運用損益（△は益） 1,793,136 501,196

受取利息及び受取配当金 △847,316 △853,513

支払利息 166,456 152,014

その他の損益（△は益） △206 △94

営業貸付金の増減額（△は増加） △1,607,110 476,893

借入有価証券代り金の増減額（△は増加） △2,266,809 △17,495

コールマネーの増減額（△は減少） △3,500,000 △1,000,000

借入金の増減額（△は減少） 600,000 2,200,000

担保金の増減額（△は減少） 120,000 -

貸付有価証券代り金の増減額（△は減少） 10,632 3,744

その他の資産の増減額（△は増加） 14,090 △14,568

その他の負債の増減額（△は減少） △2,937 2,395

小計 △7,146,775 1,117,053

利息及び配当金の受取額 900,525 899,125

利息の支払額 △164,344 △149,118

法人税等の支払額 △55,649 △97,292

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,466,244 1,769,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △196,000 △196,000

定期預金の払戻による収入 98,000 196,000

有形固定資産の取得による支出 △8,935 △1,988

無形固定資産の取得による支出 - △119,156

投資有価証券の取得による支出 △227,169,620 △175,273,911

投資有価証券の償還による収入 100,000 -

投資有価証券の売却による収入 235,949,127 174,166,991

デリバティブ決済による支出 △36,527 △15,484

デリバティブ決済による収入 8,768 3,418

差入保証金の差入による支出 △4,100,000 △3,250,000

差入保証金の回収による収入 2,100,000 2,315,428

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,744,812 △2,174,701

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △334 △511

配当金の支払額 △35,560 △47,577

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,895 △48,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 242,672 △453,021

現金及び現金同等物の期首残高 621,013 863,686

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 863,686 ※1 410,664
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（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な会計方針)

　

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

　その他有価証券

　 ① 時価のあるもの

決算末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)

　

　 ② 時価のないもの

移動平均法による原価法

　

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法

時価法

　

３ 固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10～50年

器具備品 4～15年

　(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。

４ 引当金の計上基準

　

　(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可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

　

　(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度に負担

すべき額を計上しております。

　

　(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（簡便法による期末自己都合要支給額）

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。

　

　(5) 役員退職慰労引当金

平成22年６月28日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度を廃止し、廃止時までの在任期間に相当

する退職慰労金を退任時に支給する旨決議いたしました。なお、当該支給予定額を役員退職慰労引当金に計上し

ております。
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５ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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、随時引き出し可能な預金及び容

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取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなります。

　

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

　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

(貸借対照表関係)

　

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。

　

担保に供している資産

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

未収入金

寄託有価証券(注1,2,3,5)

投資有価証券(注4)

　5,066,400

21,772,837

22,283,598

千円

〃

〃

未収入金

寄託有価証券(注1,2,3)

投資有価証券

5,929,828

21,481,026

19,437,845

千円

〃

〃

計 49,122,836千円 計 46,848,700千円

当該担保が付されている債務

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

コールマネー

短期借入金

－

25,800,000

千円

〃

コールマネー

短期借入金

1,000,000

26,000,000

千円

〃

計 25,800,000千円 計 27,000,000千円

(注1）寄託有価証券のうち、9,999千円は日中流動性の

担保として差入れております。

(注2) 寄託有価証券のうち、4,939,200千円をコールマ

ネーの担保として差入れておりますが、当事業年

度末現在、当該担保に係るコールマネーの残高は

ありません。

(注3) 寄託有価証券のうち、104,110千円は現物取引清

算基金として差入れております。

(注4) 投資有価証券のうち、2,399,160千円をコールマ

ネーの担保として差入れておりますが、当事業年

度末現在、当該担保に係るコールマネーの残高は

ありません。

(注5) 寄託有価証券は貸借対照表に計上しておりませ

ん。

上記のほか、金利スワップ取引の担保として定期預金

98,000千円を差入れております。

(注1）寄託有価証券のうち、10,001千円は日中流動性

の担保として差入れております。

(注2) 寄託有価証券のうち、102,550千円は現物取引

清算基金として差入れております。

(注3) 寄託有価証券は貸借対照表に計上しておりませ

ん。

上記のほか、金利スワップ取引の担保として定期預

金98,000千円を差入れております。
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※２ 一般貸付金のうち、予め契約した極度額の範囲内で貸出する業務を行っておりますが、当該極度額及び

貸出未実行残高は次のとおりです。

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

極度額

貸出実行残高

3,180,160

1,011,136

千円

〃

3,467,420

945,578

千円

〃

差引 2,169,023千円 2,521,841千円

※３ 短期借入金のうち、極度額の範囲内で借入できる契約を締結しておりますが、当該極度額及び借入未実

行残高は次のとおりです。

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

極度額

借入実行残高

3,000,000

2,500,000

千円

〃

3,000,000

3,000,000

千円

〃

差引 500,000千円 －千円

　４ 自由処分権を有する担保受入金融資産の期末時価は次のとおりです。

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

再担保差入分

自己保有分

14,518,737

3,548,907

千円

〃

14,193,326

3,954,444

千円

〃

計 18,067,644千円 18,147,770千円

　５ 消費貸借契約に基づく借入有価証券の期末時価は次のとおりです。

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

担保差入分 7,254,100千円 7,287,700千円

計 7,254,100千円 7,287,700千円

(損益計算書関係)

※１ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

器具備品除却損 ５千円 391千円

(株主資本等変動計算書関係)

　 前事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

　 １ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 4,000,000株 ― ― 4,000,000株
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　 ２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 30,005株 1,001株 ― 31,006株

　 (変動事由の概要)

　 増加数の内訳は、次のとおりであります。

　 単元未満株式の買取による増加 1,001株

　 ３ 新株予約権等に関する事項

　 該当事項はありません。

　 ４ 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成26年６月26日
定時株主総会

普通株式 35,729千円 ９円 平成26年３月31日 平成26年６月27日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成27年６月23日
定時株主総会

普通株式
その他利益
剰余金

47,627千円 12円 平成27年３月31日 平成27年６月24日

　 当事業年度(自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)

　 １ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 4,000,000株 ― 3,200,000株 800,000株

（注）普通株式の発行済株式の減少3,200,000株は平成27年10月１日を効力発生日として５株を１株の割合で併合した

ことによるものであります。

　 ２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式 31,006株 875株 25,410株 6,471株

　 (変動事由の概要)

　 増加数の内訳は、次のとおりであります。

　 単元未満株式の買取による増加 875株

　 減少数の内訳は、次のとおりであります。

　 平成27年10月１日を効力発生日として５株を１株の割合で併合したことによるもの 25,410株

　 ３ 新株予約権等に関する事項

　 該当事項はありません。
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　 ４ 配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成27年６月23日
定時株主総会

普通株式 47,627千円 12円 平成27年３月31日 平成27年６月24日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成28年６月27日
定時株主総会

普通株式
その他利益
剰余金

47,611千円 60円 平成28年３月31日 平成28年６月28日

（注）平成27年10月１日を効力発生日として普通株式５株を１株の割合で併合を行っております。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

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

前事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

現金及び預金 961,686千円 508,664千円

預金期間が３か月を超える定期預金 △98,000 〃 △98,000 〃

現金及び現金同等物 863,686千円 410,664千円

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当社の事業は、有価証券を担保とした貸付業務及び有価証券運用業務並びにこれらの付随業務の単一セグメン

トであるため、記載を省略しております。

(持分法損益等)

　関連会社を有していないため、記載しておりません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

１株当たり純資産額 5,365.72円 4,631.65円

１株当たり当期純利益金額 230.41円 218.71円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 平成27年10月１日付で普通株式５株を１株の割合で併合したため、前事業年度の期首に当該株式併合が行わ

れたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。
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３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当事業年度
(自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日)

　 当期純利益(千円) 182,933 173,572

　 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　 普通株式に係る当期純利益(千円) 182,933 173,572

　 普通株式の期中平均株式数(千株) 793 793

４ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
(平成27年３月31日)

当事業年度
(平成28年３月31日)

　 純資産の部の合計額(千円) 4,259,297 3,675,348

　 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

　 普通株式に係る期末の純資産額(千円) 4,259,297 3,675,348

　 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
　 株式の数(千株)

793 793

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

決算短信（宝印刷） 2016年04月26日 19時54分 17ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）


