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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 
 

回次
第69期

第３四半期累計期間
第70期

第３四半期累計期間
第69期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日

自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

営業収益
(うち受入手数料)

(百万円)
12,433 11,559 15,762
(10,187) (8,277) (12,772)

純営業収益 (百万円) 12,386 11,517 15,703

経常利益 (百万円) 3,790 2,921 4,187

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,636 2,035 3,756

持分法を適用した
場合の投資利益

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 12,272 12,272 12,272

発行済株式総数 (千株) 77,289 75,689 77,289

純資産額 (百万円) 37,266 37,594 36,690

総資産額 (百万円) 71,601 71,417 62,265

１株当たり四半期(当
期)純利益金額

(円) 49.05 27.69 50.67

潜在株式調整後１株当
たり四半期(当期)純利
益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 7.0 5.5 16.0

自己資本比率 (％) 52.0 52.6 58.9

自己資本規制比率 (％) 609.3 600.6 590.5
 

　

回次
第69期

第３四半期会計期間
第70期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

１株当たり四半期純利
益金額

(円) 17.10 13.13
 

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結累計期間等に係る主要な経営指標等の

推移については、記載しておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(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。

４　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

５　第70期第３四半期累計期間の発行済株式総数は、自己株式を1,600,000株消却したことにより、77,289千株

から75,689千株に減少しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありませ

ん。

 

EDINET提出書類

水戸証券株式会社(E03762)

四半期報告書

 3/24



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものでありま

す。

 

(1) 経営成績の分析

当第３四半期累計期間のわが国経済は、17年ぶりに引き上げられた消費税率の影響により、予想

以上に厳しいものとなりました。国内総生産(GDP)は、4-6月期が実質年率7.1％減、当初復調が見

込まれていた7-9月期も実質年率1.9％減と２四半期連続のマイナス成長となりました。こうした状

況を受け、日銀は10月末に追加緩和を決定し、安倍首相は消費税率の再引き上げ時期を平成29年４

月へと１年半延期することを決め、再増税による景気圧迫のリスクは先送りされることになりまし

た。海外においては、欧州や中国経済が依然停滞気味で、欧州中央銀行(ECB)や中国人民銀行が金

融緩和策を講じる一方、米国経済は順調な回復傾向を示しており、米連邦準備制度理事会(FRB)は

10月末に資産買入れの終了を決定し、金融政策の正常化を視野に入れる状況となるなど、日・米・

欧・中で景気の足取りや金融政策の方向性にばらつきが強まる格好となりました。

当第３四半期累計期間の国内株式市場は、時折大きな調整を挟みながらも上昇傾向を辿りまし

た。当初は、消費増税の悪影響を先取りした年初以来の調整局面を引きずる格好となりましたが、

５月前半でその調整も一巡し、かんぽ生命の日本株投資比率引き上げ観測や政府が年金積立金管理

運用独立行政法人(GPIF)の運用手法の弾力化を進める意向を示したことが契機となり、株価は底入

れしました。国内総生産(GDP)の低迷とは裏腹に、個別の企業業績が円安の恩恵を受けるなど順調

に拡大したことを好感し、９月末まで株価は戻り歩調となりました。10月に入ると、国際通貨基金

(IMF)による世界経済見通しの引き下げや西アフリカにおけるエボラ出血熱が深刻さを増したこと

などから、株安の連鎖が世界に広がりました。しかし、10月末には日銀が追加緩和を実施したこと

から、再度リスクを取る動きが強まり、調整は短期間で終了しました。こうした結果、当第３四半

期累計期間末の日経平均株価は平成26年３月末比17.7％高の17,450円77銭で取引を終えました。

このような環境下、当第３四半期累計期間の業績は、営業収益が115億59百万円(前第３四半期累

計期間比 93.0％)と減少し、営業収益より金融費用41百万円(同 89.6％)を控除した純営業収益

は、115億17百万円(同 93.0％)となりました。また、販売費・一般管理費は88億95百万円(同

99.0％)となり、その結果、営業利益は26億22百万円(同 77.0％)、経常利益は29億21百万円(同

77.1％)、四半期純利益は20億35百万円(同 56.0％)となりました。

 

主な概況は以下のとおりであります。

　

① 受入手数料：当第３四半期累計期間の受入手数料の合計は、82億77百万円(前第３四半期累計期

間比 81.2％)となりました。
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（委託手数料）　　　　　　

「委託手数料」は、34億78百万円(同 58.8％)となりました。これは、主に株券委託売買金額が

6,370億円(同 65.4％)と減少したことにより、株式の委託手数料が34億43百万円(同 58.6％)と

なったことによるものです。また、受益証券の委託手数料は34百万円(同 87.4％)となりました。

　

（引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料）

「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料」は、54百万円(同 159.7％)と増加

しました。これは、主に株式の売出しによるものであります。

 
（募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料）

主に投資信託の販売手数料で構成される「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、30億33百万円(同 110.3％)となりました。これは、ハイ・インカム・ソブリンファ

ンドや新興国の高配当株式などを主な投資対象とする投資信託の販売が好調だったことによるも

のです。また、「その他の受入手数料」は、投資信託の代行手数料やファンドラップ手数料の増

加等により17億11百万円(同 115.3％)となりました。

　

② トレーディング損益：当第３四半期累計期間のトレーディング損益は、株券等が米国株式の売

買高の増加により８億29百万円(前第３四半期累計期間比 412.5％)、債券・為替等が外債の売買

高の増加により22億42百万円(同 125.1％)となり、合計で30億71百万円(同 154.1％)となりまし

た。

　

③ 金融収支：当第３四半期累計期間の金融収益は、信用取引収益の減少等により１億76百万円(前

第３四半期累計期間比 82.4％)、金融費用は支払利息の減少等により41百万円(同 89.6％)で差

引収支は１億34百万円(同 80.3％)の利益となりました。

　

④ 販売費・一般管理費 ：当第３四半期累計期間の販売費・一般管理費は、キャンペーン費用など

の広告宣伝費や教育研修費が増加する一方、事務委託費が減少したことなどにより、88億95百万

円(前第３四半期累計期間比 99.0％)となりました。

　

⑤ 特別損益：当第３四半期累計期間の特別損益は、特別損失が、減損損失６百万円(前第３四半期

累計期間実績 －百万円)、金融商品取引責任準備金繰入れ３百万円(同 19百万円)となり、合計

10百万円の損失（同 ５億50百万円の利益）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

① 流動資産

当第３四半期会計期間の流動資産は、前事業年度に比べ81億91百万円増加し、544億67百万円と

なりました。これは、募集等払込金が25億93百万円、信用取引資産が19億23百万円減少する一

方、現金・預金が124億20百万円、トレーディング商品が５億16百万円増加したことなどによるも

のです。

　

② 固定資産

当第３四半期会計期間の固定資産は、前事業年度に比べ９億60百万円増加し、169億50百万円と

なりました。これは、有形固定資産が１億９百万円減少する一方、投資有価証券が10億84百万円

増加したことなどによるものです。
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③ 流動負債

当第３四半期会計期間の流動負債は、前事業年度に比べ78億30百万円増加し、282億20百万円と

なりました。これは、未払法人税等が４億62百万円、受入保証金が４億40百万円、短期借入金が

２億80百万円減少する一方、預り金が85億25百万円、約定見返勘定が５億70百万円増加したこと

などによるものです。

　

④ 固定負債及び特別法上の準備金

当第３四半期会計期間の固定負債及び特別法上の準備金は、前事業年度に比べ４億17百万円増

加し、56億２百万円となりました。これは、繰延税金負債が３億73百万円増加したことなどによ

るものです。

　

⑤ 純資産

当第３四半期会計期間の純資産は、前事業年度に比べ９億４百万円増加し、375億94百万円とな

りました。これは、剰余金の配当で10億66百万円、自己株式の取得で７億86百万円減少する一

方、四半期純利益で20億35百万円、その他有価証券評価差額金で７億21百万円増加したことなど

によるものです。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(5) 従業員数

当第３四半期累計期間において、従業員数の著しい変動はありません。

　

(6) 主要な設備

当第３四半期累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前事業年度末におけ

る計画の著しい変更はありません。

　

EDINET提出書類

水戸証券株式会社(E03762)

四半期報告書

 6/24



 

(7) 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析

当社の純営業収益は受入手数料、トレーディング損益、金融収支、その他の営業収益からなって

おります。当第３四半期累計期間のこれらの占める割合は受入手数料71.9％、トレーディング損益

26.7％、金融収支1.1％、その他の営業収益0.3％となっております。このことから当社の収益は受

入手数料に依存しているといえます。

また受入手数料は、委託手数料、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料、募

集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料、その他の受入手数料からなっており、こ

れらの純営業収益に占める割合は委託手数料30.2％、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘

等の手数料0.5％、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料26.3％、その他の受

入手数料14.9％となっております。

委託手数料は株式市場の変動、特に売買代金に多大な影響を受けます。また、募集・売出し・特

定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料についても、投資信託の販売額が市場変動の影響を受けて

おります。

一方、費用の大部分を占める販売費・一般管理費については、当社の場合、収入の増減との連動

性は低く、正比例的に増減するものではありません。以上のことから当社においては、委託手数料

と募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料の増減が経営成績に重要な影響を与え

ております。

従って、株式市場等の変動に当社の経営成績は重要な影響を受けております。

　

(8) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社の運転資金は、主に借入金及び自己資本で賄っております。また、現金・預金については、

当第３四半期会計期間で283億１百万円有しており、今後の設備及び有価証券等への投資を考慮し

ても、十分な流動性を確保していると考えております。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 194,600,000

計 194,600,000
 

 

② 【発行済株式】
　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 75,689,033 75,689,033
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株でありま
す。

計 75,689,033 75,689,033 ― ―
 

(注) １　平成26年３月20日開催の取締役会決議により、平成26年５月１日付で単元株式数を1,000株から100株に変更

しております。

２　平成26年８月22日開催の取締役会決議により、平成26年９月12日付で自己株式を1,600,000株消却しており

ます。これにより、発行済株式が77,289,033株から75,689,033株に減少しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
　

(百万円)

資本金残高
　

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年12月31日 ― 75,689,033 ─ 12,272 ─ 4,294
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認でき

ないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成26年９月30日)に基づく株主名簿

により記載しております。

 
① 【発行済株式】

平成26年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

3,067,100
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

72,574,500
725,745 ―

単元未満株式
普通株式

47,433
― ―

発行済株式総数 75,689,033 ― ―

総株主の議決権 ― 725,745 ―
 

(注) １　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式６株が含まれております。

　　 ２　平成26年３月20日開催の取締役会決議により、平成26年５月１日付で単元株式数を1,000株から100株に変更

しております。

 

② 【自己株式等】
平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
水戸証券株式会社

東京都中央区日本橋
２―３―10

3,067,100 ─ 3,067,100 4.05

計 ― 3,067,100 ─ 3,067,100 4.05
 

(注)　株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が17,300株あります。

なお、当該株式数は「①　発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであ

ります。

　(役職の異動)

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役会長(―)
代表取締役会長(監査部

管掌)
小 林 一 彦 平成26年10月１日

取締役(監査部、リスク

管理部、コンプライアン

ス部、審査部管掌)

取締役(リスク管理部、

コンプライアンス部、審

査部管掌)

石 井 勝 範 平成26年10月１日

 

 

EDINET提出書類

水戸証券株式会社(E03762)

四半期報告書

 9/24



 

３ 【業務の状況】

(1)　受入手数料の内訳
 

期別 区分
株券

(百万円)
債券

(百万円)
受益証券
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

前第３四半期
累計期間

(自平成25年４月１日

至平成25年12月31日)

委託手数料 5,880 0 39 ― 5,919

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

31 2 ― ― 33

募集・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の取扱手数料

0 8 2,740 ― 2,749

その他の受入手数料 25 0 1,449 8 1,484

計 5,937 11 4,229 8 10,187

当第３四半期
累計期間

(自平成26年４月１日

至平成26年12月31日)

委託手数料 3,443 0 34 ― 3,478

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

51 2 ― ― 54

募集・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の取扱手数料

0 4 3,029 ― 3,033

その他の受入手数料 18 0 1,677 14 1,711

計 3,514 7 4,740 14 8,277
 

 

(2)　トレーディング損益の内訳
 

区分

前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日)

実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

計
(百万円)

株券等 201 ― 201 829 ― 829

債券等 1,655 △46 1,609 2,432 △25 2,407

為替等 94 88 183 △189 24 △165

計 1,950 42 1,993 3,072 △0 3,071
 

 

EDINET提出書類

水戸証券株式会社(E03762)

四半期報告書

10/24



 

(3) 自己資本規制比率
 

区分
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

基本的項目(百万円) (A) 31,813 32,663

補完的項目
(百万円)

その他有価証券
評価差額金(評価益)等

 4,209 4,931

金融商品取引責任準備金等 92 95

一般貸倒引当金  ― ―

計 (B) 4,302 5,027

控除資産(百万円) (C) 5,180 5,104

固定化されていない自己資本の額(百万円)
(A)＋(B)－(C)

(D) 30,934 32,586

リスク相当額
(百万円)

市場リスク相当額  1,892 2,190

取引先リスク相当額  356 339

基礎的リスク相当額  2,988 2,895

計 (E) 5,237 5,425

自己資本規制比率(％)　　(D)／(E)×100  590.5 600.6
 

 (注) 金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより、決

算数値をもとに算出したものであります。

前事業年度の市場リスク相当額の月末平均額は1,863百万円、月末最大額は2,129百万円、取引先リスク相当額

の月末平均額は370百万円、月末最大額は421百万円であります。

当第３四半期会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は2,100百万円、月末最大額は2,260百万円、取引先リ

スク相当額の月末平均額は335百万円、月末最大額は358百万円であります。

 

(4) 有価証券の売買等業務の状況

①　有価証券の売買の状況(先物取引を除く)

当第３四半期累計期間及び前第３四半期累計期間における有価証券の売買の状況(先物取引を

除く)は次のとおりであります。

(イ)　株券
 

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

前第３四半期累計期間
(自　平成25.４.１
　至　平成25.12.31)

973,853 23,253 997,106

当第３四半期累計期間
(自　平成26.４.１
　至　平成26.12.31)

637,003 71,265 708,268
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(ロ)　債券
 

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

前第３四半期累計期間
(自　平成25．４．１
　至　平成25．12．31)

39 134,691 134,730

当第３四半期累計期間
(自　平成26．４．１
　至　平成26．12．31)

14 142,535 142,549

 

 

(ハ)　受益証券
 

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

前第３四半期累計期間
(自　平成25．４．１
　至　平成25．12．31)

10,585 150 10,736

当第３四半期累計期間
(自　平成26．４．１
　至　平成26．12．31)

8,079 ― 8,079

 

 

(ニ)　その他
 

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

前第３四半期累計期間
(自　平成25．４．１
　至　平成25．12．31)

29 0 30

当第３四半期累計期間
(自　平成26．４．１
　至　平成26．12．31)

17 ― 17

 

 

②　証券先物取引等の状況

当第３四半期累計期間及び前第３四半期累計期間における証券先物取引等の状況は次のとお

りであります。

(イ)　株式に係る取引
 

期別

先物取引(百万円) オプション取引(百万円)
合計

(百万円)
受託 自己 受託 自己

前第３四半期累計期間
(自　平成25．４．１
　至　平成25．12．31)

― ― 3,197 ― 3,197

当第３四半期累計期間
(自　平成26．４．１
　至　平成26．12．31)

― ― 4,987 ― 4,987
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(ロ)　債券に係る取引
 

期別
先物取引(百万円) オプション取引(百万円)

合計
(百万円)

受託 自己 受託 自己

前第３四半期累計期間
(自　平成25．４．１
　至　平成25．12．31)

― ― ― ― ―

当第３四半期累計期間
(自　平成26．４．１
　至　平成26．12．31)

― ― ― ― ―

 

 

(5) 有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し

及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

当第３四半期累計期間及び前第３四半期累計期間における有価証券の引受け及び売出し並びに

特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家

向け売付け勧誘等の取扱いの状況は次のとおりであります。

①　株券
 

期別
引受高
(百万円)

売出高
(百万円)

特定投資家向

け売付け勧誘

等の総額

(百万円)

募集の
取扱高
(百万円)

売出しの
取扱高
(百万円)

私募の
取扱高
(百万円)

特定投資家向

け売付け勧誘

等の取扱高

(百万円)

前第３四半期累計期間
(自　平成25．４．１
　至　平成25．12．31)

875 804 ― ― 2 ― ―

当第３四半期累計期間
(自　平成26．４．１
　至　平成26．12．31)

1,534 1,751 ― ― 4 ― ―

 

 

②　債券
 

期別 種類
引受高
(百万円)

売出高
(百万円)

特定投資家向

け売付け勧誘

等の総額

(百万円)

募集の
取扱高
(百万円)

売出しの
取扱高
(百万円)

私募の
取扱高
(百万円)

特定投資家向

け売付け勧誘

等の取扱高

(百万円)

前第３四半期

累計期間

(自　平成25.４.１

　至　平成25.12.31)

国債 ― ― ― 3,176 ― ― ―

地方債 650 ― ― 650 ― ― ―

特殊債 ― ― ― ― ― ― ―

社債 200 ― ― 200 ― ― ―

外国債 ― ― ― ― ― ― ―

合計 850 ― ― 4,026 ― ― ―

当第３四半期

累計期間

(自　平成26.４.１

　至　平成26.12.31)

国債 ― ― ― 1,385 ― ― ―

地方債 650 ― ― 650 ― ― ―

特殊債 ― ― ― ― ― ― ―

社債 400 ― ― 400 ― ― ―

外国債 ― ― ― ― ― ― ―

合計 1,050 ― ― 2,435 ― ― ―
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③　受益証券
 

期別
引受高
(百万円)

売出高
(百万円)

特定投資家向

け売付け勧誘

等の総額

(百万円)

募集の
取扱高
(百万円)

売出しの
取扱高
(百万円)

私募の
取扱高
(百万円)

特定投資家向

け売付け勧誘

等の取扱高

(百万円)

前第３四半期累計期間
(自　平成25.４.１
　至　平成25.12.31)

― ― ― 385,171 ― ― ―

当第３四半期累計期間
(自　平成26.４.１
　至　平成26.12.31)

― ― ― 407,292 ― ― ―

 

 

④　その他
 

期別 種類
引受高
(百万円)

売出高
(百万円)

特定投資家向

け売付け勧誘

等の総額

(百万円)

募集の
取扱高
(百万円)

売出しの
取扱高
(百万円)

私募の
取扱高
(百万円)

特定投資家向

け売付け勧誘

等の取扱高

(百万円)

前第３四半期

累計期間

(自　平成25.４.１

至　平成25.12.31)

コマーシャル

・ペーパー
400 ― ― ― ― 400 ―

外国証書 ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ―

当第３四半期

累計期間

(自　平成26.４.１

至　平成26.12.31)

コマーシャル

・ペーパー
300 ― ― ― ― 300 ―

外国証書 ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ―
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年８月10日内閣府令第63号)に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年８月６日内

閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会

自主規制規則)に準拠して作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成26年10月１

日から平成26年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日ま

で)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けており

ます。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】
           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金・預金 15,881 28,301

  預託金 11,800 11,500

  トレーディング商品 2,262 2,779

   商品有価証券等 ※1  2,262 ※1  2,779

  信用取引資産 12,798 10,874

   信用取引貸付金 12,551 10,587

   信用取引借証券担保金 247 286

  募集等払込金 2,906 312

  その他の流動資産 626 698

  流動資産計 46,276 54,467

 固定資産   

  有形固定資産 4,017 3,908

   建物 2,119 2,055

   その他（純額） 1,897 1,852

  無形固定資産 166 156

  投資その他の資産 11,805 12,885

   投資有価証券 11,002 12,086

   長期差入保証金 769 771

   その他 51 45

   貸倒引当金 △18 △18

  固定資産計 15,989 16,950

 資産合計 62,265 71,417
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  約定見返勘定 1,839 2,409

  信用取引負債 1,004 1,333

   信用取引借入金 414 643

   信用取引貸証券受入金 590 689

  預り金 10,804 19,329

  受入保証金 1,374 933

  短期借入金 3,120 2,840

  未払法人税等 870 407

  賞与引当金 652 277

  役員賞与引当金 - 29

  その他の流動負債 725 660

  流動負債計 20,390 28,220

 固定負債   

  長期未払金 343 343

  繰延税金負債 1,886 2,259

  退職給付引当金 2,447 2,489

  資産除去債務 329 341

  その他の固定負債 85 72

  固定負債計 5,092 5,506

 特別法上の準備金   

  金融商品取引責任準備金 92 95

  特別法上の準備金計 92 95

 負債合計 25,574 33,822

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 12,272 12,272

  資本剰余金   

   資本準備金 4,294 4,294

   その他資本剰余金 4,342 3,785

   資本剰余金合計 8,637 8,080

  利益剰余金   

   その他利益剰余金 12,594 13,563

    別途積立金 7,247 7,247

    繰越利益剰余金 5,346 6,315

   利益剰余金合計 12,594 13,563

  自己株式 △1,023 △1,252

  株主資本合計 32,480 32,663

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 4,209 4,931

  評価・換算差額等合計 4,209 4,931

 純資産合計 36,690 37,594

負債・純資産合計 62,265 71,417
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】
           (単位：百万円)

          前第３四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

営業収益   

 受入手数料 10,187 8,277

  委託手数料 5,919 3,478

  
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

33 54

  
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

2,749 3,033

  その他の受入手数料 1,484 1,711

 トレーディング損益 ※1  1,993 ※1  3,071

 金融収益 213 176

 その他の営業収益 38 34

 営業収益計 12,433 11,559

金融費用 46 41

純営業収益 12,386 11,517

販売費・一般管理費   

 取引関係費 881 949

 人件費 4,772 4,870

 不動産関係費 993 1,037

 事務費 1,725 1,430

 減価償却費 326 279

 租税公課 105 98

 その他 179 228

 販売費・一般管理費計 8,983 8,895

営業利益 3,403 2,622

営業外収益   

 受取配当金 151 186

 雑収入 ※2  254 ※2  120

 営業外収益計 405 306

営業外費用   

 雑損失 ※3  18 ※3  7

 営業外費用計 18 7

経常利益 3,790 2,921

特別利益   

 投資有価証券売却益 570 -

 特別利益計 570 -

特別損失   

 金融商品取引責任準備金繰入れ 19 3

 減損損失 - ※4  6

 特別損失計 19 10

税引前四半期純利益 4,340 2,911

法人税、住民税及び事業税 706 874

法人税等調整額 △1 0

法人税等合計 704 875

四半期純利益 3,636 2,035
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成

24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給

付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及

び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基

準へ変更、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎として割引率を決

定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割

引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当第３四半期累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更を行って

おりますが、利益剰余金に加減する影響額はありません。

この結果、当第３四半期累計期間の財務諸表への影響はありません。

 
(四半期貸借対照表関係)

　

※１　商品有価証券等の内訳
 

　 前事業年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

(資産) 　 　

　株券 22百万円 0百万円

 債券 2,240 2,779

　計 2,262 2,779
 

 

(四半期損益計算書関係)
　

※１　トレーディング損益の内訳
　

　 前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
 至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
 至　平成26年12月31日)

株券等 　 　

　実現損益 201百万円 829百万円

　評価損益 ― ―

債券等   

　実現損益 1,655 2,432

　評価損益 △46 △25

為替等   

　実現損益 94 △189

　評価損益 88 24

　計　 1,993 3,071
 

　

※２　雑収入の内訳
　

　 前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
 至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
 至　平成26年12月31日)

受取賃貸料 78百万円 90百万円

その他　 176 29

計 254 120
 

　

※３　雑損失の内訳
 

　 前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
 至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
 至　平成26年12月31日)

投資事業組合損 5百万円 5百万円
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その他　 13 2

計 18 7
 

　

※４　減損損失

　 前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
 至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
 至　平成26年12月31日)

土地 ―百万円 6百万円

計 ― 6

 

―――――― 　茨城県水戸市の遊休資産である土
地については、帳簿価額に対して市
場価格が下落しているため、帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該
減少額６百万円を減損損失として特
別損失に計上しております。
　なお、当資産の回収可能価額は正
味売却価額により測定しており、固
定資産税評価額に基づいた時価を適
用しております。

 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
　

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　  前第３四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
 至　平成25年12月31日)

 当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
 至　平成26年12月31日)

減価償却費 326百万円 279百万円
 

 

(株主資本等関係)
　

前第３四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)　

配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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25年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 889 12.0 平成25年３月31日 平成25年６月27日

平成25年10月29日
取締役会

普通株式 利益剰余金 518 7.0 平成25年９月30日 平成25年12月２日
 

 

　当第３四半期累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
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26年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 667 9.0 平成26年３月31日 平成26年６月27日

平成26年10月29日
取締役会

普通株式 利益剰余金 399 5.5 平成26年９月30日 平成26年12月２日
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであるため、セグメント情報については記

載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間

(自　平成25年４月１日
至　平成25年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 49円5銭 27円69銭

(算定上の基礎) 　 　

四半期純利益金額(百万円) 3,636 2,035

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額
(百万円)

3,636 2,035

普通株式の期中平均株式数(千株) 74,128 73,514
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半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。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

　第70期(平成26年４月１日から平成27年３月31日まで)中間配当について、平成26年10月29日開催の取

締役会において、平成26年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこ

とを決議いたしました。

① 配当金の総額 399百万円

② １株当たりの金額 ５円50銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成26年12月２日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年１月30日

水戸証券株式会社

取締役会  御中

 
有限責任監査法人トーマツ

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   青   木   裕   晃   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   安   藤   　   武   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている水戸証券株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第70期事業年度の第３四半期会計期間(平成26年10月１日から平成26

年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成26年４月１日から平成26年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、水戸証券株式会社の平成26年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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