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持分法適用関連会社（証券ジャパン）株式の追加取得ならびに 
営業外収益の計上に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の経営会議において、持分法適用関連会社である株式会社証券ジャパンの  

株式を追加取得することについて決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。  

また、当該株式取得に伴い、2020 年 3 月期第 3 四半期の連結決算において、負ののれん相当額  

1,936 百万円を持分法による投資利益として営業外収益に計上する見込みとなりましたので、  

併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 株式取得の理由 

当社および株式会社証券ジャパンは、2015 年 3 月に業務資本提携に関する覚書を締結し、 

人的交流のほか、投資情報や DC（確定拠出年金）サービス提供での連携など、友好関係を深め

てまいりました。 

当社グループは、岡三証券株式会社をはじめとした証券子会社 6社を有するほか、株式会社

証券ジャパンおよび丸國証券株式会社を持分法適用関連会社としております。このほか、グル

ープ外に岡三証券株式会社と友好的な連携関係にある証券会社が 10 社あり、取引所への注文

取次ぎ（母店機能）や商品・投資情報などのサービスを提供しております。一方、株式会社   

証券ジャパンは、約 50 社の証券会社に母店機能や商品等のサービスを提供するなど全国的な

ネットワークを構築しているほか、契約 IFA（独立ファイナンシャルアドバイザー）への支援  

体制も整備しております。 

当社は中長期的な観点から、当社グループが有する対面証券ビジネス、オンライン証券ビジ

ネス、アセットマネジメントビジネス、システムインフラやバックオフィスサービスなどの 

事業基盤を総合的に活用してネットワークを強化していく方針であり、独自のネットワークを

有する株式会社証券ジャパンとの連携をさらに深化させることは当社の経営戦略と合致する

ものであります。 

以上の背景を踏まえ、株式会社証券ジャパンとの一層の関係強化を目的として、同社株式を

追加取得することといたしました。今後は、更なる協力態勢の構築を図り、将来的には子会社

化も視野に連携を深化させてまいります。 
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２. 株式会社証券ジャパンの概要 

 

(1) 名称 株式会社証券ジャパン 

(2) 所在地 東京都中央区日本橋茅場町 1－2－18 

(3) 代表者の役職・氏名 取締役社長 島田 秀一 

(4) 事業内容 金融商品取引業 

(5) 資本金 3,000 百万円 

(6) 設立年月日 1944 年 4 月 26 日 

(7) 大株主および持株比率 

（2019 年 9月 30 日現在） 

日本ビルディング株式会社 

株式会社岡三証券グループ 

ユニゾホールディングス株式会社 

東ソー株式会社 

株式会社みずほ銀行 

王子製鉄株式会社 

岡三ビジネスサービス株式会社 

共立株式会社 

三井住友信託銀行株式会社 

むさし証券株式会社 

14.9％ 

13.2％ 

8.3％ 

7.3％ 

5.7％ 

4.1％ 

3.9％ 

3.5％ 

3.3％ 

3.0％ 

※大株主および持株比率は、発行済株式総数から自己株式数

（3,983,500 株）を控除した株式数に対する持株比率を記載して

おります。 

(8) 上場会社と当該会社 

との間の関係 

資本関係 
当社の持分法適用関連会社であり、持株比率は当社が

13.2％、当社子会社が 3.9％保有しております。 

人的関係 当社グループから役員 1名を派遣しております。 

取引関係 
当社子会社が投資情報や金融商品の提供を行って 

おります。 

(9) 当該会社の最近 3年間の経営成績および財政状態 

決算期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 

純資産 22,599 百万円 24,182 百万円 23,617 百万円 

総資産 45,186 百万円 52,031 百万円 44,128 百万円 

1 株当たり純資産 1,345.76 円 1,440.00 円 1,406.39 円 

営業収益 3,170 百万円 3,655 百万円 2,640 百万円 

経常利益 △ 87 百万円 290 百万円 △ 246 百万円 

当期純利益 19 百万円 231 百万円 128 百万円 

1 株当たり当期純利益 1.17 円 13.76 円 7.67 円 

1 株当たり配当金 10.00 円 10.00 円 10.00 円 
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３. 取得株式数、取得価額および取得前後の所有株式の状況 

(1) 異動前の所有株式数 

1,950,000 株 

（議決権の数： 1,950 個） 

（議決権所有割合： 13.2％） 

(2) 取得株式数 
3,080,000 株 

（議決権の数： 3,080 個） 

(3) 取得価額 2,156 百万円 

(4) 異動後の所有株式数 

5,030,000 株 

（議決権の数： 5,030 個） 

（議決権所有割合： 30.0％） 

(注) 上記のほか、当社子会社が 578,470 株を所有しており、当社および当社子会社による所有株式数

の合計は 5,608,470 株（議決権所有割合：33.4％）となります。 

 

 

４. 日程 

(1) 決議日 2019 年 12 月 9 日（経営会議） 

(2) 契約締結日 2019 年 12 月 18 日（予定） 

(3) 株式譲渡実行日 2019 年 12 月 25 日（予定） 

 

 

５. 今後の見通し 

本件に伴い、2020 年 3 月期第 3四半期の連結決算において、負ののれん相当額 1,936 百万円

を持分法による投資利益として営業外収益に計上する見込みであります。 

 

以 上 

 

本件に関するお問い合わせは、広報ＩＲ部（03-3275-8248）までお願いいたします。 


