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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

(注) 当事業年度に関連会社株式を売却したことにより、当事業年度末において関連会社株式を保有しておりませんので、持分法投資損益を記載しており
ません。 

(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 ％

21年3月期 10,133 △32.2 9,903 △32.3 △3,032 ― △2,751 ― △3,936 ―
20年3月期 14,938 △3.9 14,632 △4.0 1,706 △50.2 2,096 △44.5 1,530 △16.3

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 ％ ％ ％

21年3月期 △51.10 ― △11.8 △4.9 △29.9
20年3月期 19.04 ― 4.1 2.8 11.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  18百万円

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 ％

21年3月期 50,906 29,905 58.7 403.15 588.9
20年3月期 61,533 36,619 59.5 455.64 702.4

（参考） 自己資本   21年3月期  29,905百万円 20年3月期  36,619百万円

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

21年3月期 8,422 △1,431 △4,207 14,435
20年3月期 8,259 △610 △1,659 11,658

2.  配当の状況 

(注） 22年３月期の配当予想額については、未定であります。理由等については２ページ「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧
ください。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00 642 42.0 1.7
21年3月期 ― 2.50 ― 0.00 2.50 193 ― 0.6
22年3月期 

（予想） ― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
 当社の業績は、株式市況等の動向により大きく変動する可能性があり、株主や投資家の皆様の投資判断にかえって悪影響を及ぼしかねないと危惧する
ことから、業績予想は開示いたしておりません。 
 なお、決算数値がほぼ確定したと考えられる時点において当該数値を速報値として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 

［（注） 詳細は、２１ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。］ 

(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、３１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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 77,289,033株 20年3月期 80,537,033株
② 期末自己株式数 21年3月期  3,109,559株 20年3月期  167,692株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（配当予想額を開示できない理由等） 
 当社の配当政策は、財務体質の強化と今後の事業展開に備え内部留保の充実に努めるとともに、安定的かつ継続的な配当を維持することを勘案しつ
つ、業績に応じた配当を実施していくことを基本方針としております。 
 当社の業績は、市況の変化に大きな影響を受けることから、業績の予測を行うことは困難な状況にあります。従って業績に応じた配当という観点から、配
当の額についても現時点で予測することは、株主や投資家の皆様に不測の事態が生じかねないと危惧いたします。 
 よって第２四半期末及び期末が近づいた時点（９月中、３月中）において、速やかに当該予想額を開示してまいります。 
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当事業年度のわが国経済は、原燃料価格が高騰し輸出が伸び悩むなか、昨年９月に米大手証券
が経営破たんした影響を受けて金融不安が高まり、生産も急速に落ち込んだことから雇用環境も
大幅に悪化する状況となりました。 
当事業年度の株式市場は、世界的な景気減速懸念が強まったことにより、日経平均株価は６月

19日から７月４日まで12営業日連続安と54年ぶりの長期続落を記録しました。９月以降は欧米金
融機関の経営危機が深刻化したことや金融危機対策法案を巡り米国議会が迷走した影響を受け、
日経平均株価は10月28日の取引時間中に26年ぶりに7,000円の大台を割り込む動きとなりまし
た。その後、大手自動車メーカーなどの業績が赤字に転落することが鮮明となったことなどか
ら、当事業年度末にかけて弱含む展開となりました。 
このような状況のもと、当事業年度の業績は、営業収益が101億33百万円(前期比 67.8％)、営

業収益より金融費用を控除した純営業収益は99億３百万円(同 67.7％)となりました。また、販
売費・一般管理費は129億36百万円となり、その結果、営業損失は30億32百万円(前事業年度実績 
営業利益17億６百万円)、経常損失は27億51百万円(前事業年度実績 経常利益20億96百万円)、当
期純損失は39億36百万円(前事業年度実績 当期純利益15億30百万円)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：当事業年度の受入手数料の合計は、71億85百万円(前期比 59.5％)となりまし

た。 
  
イ 委託手数料       

委託手数料は、48億27万円(前期比 58.6％)となりました。株券委託売買金額が9,000億
円(同 57.9％)と減少したことにより、「株式委託手数料」が47億88百万円(同 58.4％)と
なったことが要因であります。「債券委託手数料」は１百万円(同 75.3％)となりました。

  
ロ 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、株券が５百万円(同 12.6％)
となりました。要因はIPO銘柄の減少によるものであります。債券は１百万円(同 93.6％)
となりました。 

  
ハ 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、株式追加型投信の取扱高の減少等により９億15百万円(同 43.6％)とな
りました。また、投資信託の代行手数料が中心の「その他の受入手数料」は、投信の時価
の下落等により14億35百万円(同 84.3％)となりました。 

  
② トレーディング損益：当事業年度のトレーディング損益は、株券等は18億35百万円(前期比 

110.3％)の利益となりました。債券・為替等は外債等の販売増により５億73百万円(同 
197.0％)の利益となりました。合計で24億８百万円(同 123.2％)であります。 

  
③ 金融収支：当事業年度の金融収益は信用取引収益が大幅に減少したこと等により４億76百万

円(前期比 56.6％)、金融費用は支払利息等の減少により２億29百万円(同 74.8%)で差引収
支は２億47百万円(同 46.2％)の利益となりました。 

  
④ 販売費・一般管理費 ：当事業年度の販売費・一般管理費は、賞与引当金等の減少により人

件費が減少する一方、システム移行後の計算事務費が増加したこと等により、129億36百万
円（前期比 100.1％）となりました。 

  
⑤ 特別損益：当事業年度の特別利益は、主として金融商品取引責任準備金戻入３億31百万円、

関係会社株式売却益25百万円、投資有価証券売却益23百万円となりました。特別損失は主
として投資有価証券評価損７億86百万円、システム移行費用２億95百万円、固定資産廃棄
損57百万円、投資有価証券売却損51百万円となり、差引８億９百万円の損失となりまし
た。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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＜業績予想について＞
 当社は金融商品取引業を営んでおり、経済情勢や市場環境の変化により業績が大きく変動
する可能性があることから、業績予想値は開示しておりません。 
 代替として四半期毎に可能な限り早期に決算数値を確定させ、速報値として開示してまい
ります。なおその時期につきましては、四半期末日または期末日の翌月中旬を予定しており
ます。 

  

① 資産、負債、純資産の状況 ：当事業年度末の総資産は、信用取引貸付金が大幅に減少した
こと等により、106億26百万円減少し、509億６百万円（前期末比 82.7％）となりました。
負債は、短期借入金や信用取引借入金の減少等により、39億12百万円減少し、210億１百万
円（同 84.3％）となりました。純資産合計は当期純損失や自己株式の取得等により、67億
13百万円減少し、299億５百万円（同 81.7%）となりました。 

  
② キャッシュ・フローの状況 ：当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」とい

う。）は、信用取引資産及び信用取引負債の増減額が増加したこと等により、前事業年度
に比べ27億77百万円増加し、144億35百万円となりました。  

  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における営業活動による資金の増加は84億22百万円であり、前事業年度に比べ
１億62百万円の増加となりました。これは、税引前当期純損失が35億60百万円となる一方、
信用取引資産及び信用取引負債の差額の増加額が131億47百万円と前事業年度に比べ60億83
百万円増加したこと等によるものです。 

  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における投資活動による資金の減少は14億31百万円であり、前事業年度に比べ
８億20百万円の減少となりました。これは、無形固定資産の取得による支出が８億５百万円
と前事業年度に比べ７億64百万円増加したこと等によるものです。 

  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における財務活動による資金の減少は42億７百万円であり、前事業年度に比べ
25億47百万円の減少となりました。これは、短期借入金の純減少額が16億60百万円と前事業
年度に比べ13億60百万円増加したこと及び自己株式の取得による支出が19億79百万円と前事
業年度に比べ19億66百万円増加したこと等によるものです。 

  

当社の配当政策は、株主の皆様にベストを尽くすという経営理念に基づき、財務体質の強
化と今後の事業展開に備え内部留保の充実に努めるとともに、安定的かつ継続的な配当を維
持することを勘案しつつ、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針といたしておりま
す。また、株主への利益配分の機会充実を図るために、平成19年３月期より中間配当制度を
導入いたしております。なお、平成19年４月から平成22年３月までの３ヵ年を対象期間とす
る「中期経営計画」におきまして、配当指標として配当性向35％以上を目標として掲げてお
ります。 
当事業年度の年間配当金につきましては、誠に遺憾ながら純損失となったため１株当たり

2.5円(中間配当金2.5円、期末配当金0円)とさせていただきます。 
なお当社では、総合的な株主還元および資本効率の向上と機動的な資本政策の遂行を図る

ことを目的として自己株式の取得・消却を行っております。 
  

(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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事業等のリスクのうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項として当社
が認識しているものは、以下のようなものであります。 

  
① 市場の売買金額の減少に係るもの 

当社の主要な収益源である株式委託手数料は、株式市場の変動に影響を受け、株式市場の
変動は個々の企業の業績見通しや国内外の将来的な政治・経済見通し等に影響を受けるた
め、外的要因で当社の業績は大きく変動いたします。 

  
② 誤発注に係るもの 

当社は、役職員の注文発注に関し誤発注を未然に防止するため、管理者およびシステムに
よるチェック管理体制を整備しておりますが、役職員の不正確な事務・管理処理により注文
入力ミスが生じた場合、誤発注による損失が発生する可能性があります。 

  
③ 有価証券等トレーディングに係るもの 

当社は、自己の計算において有価証券等の売買を行っております。リスク管理において
は、社内規程に基づき限度枠、ロスカットルール等の運用ルールを定め日々担当者が監視し
ておりますが、政治・経済情勢等の急変等により相場の急激な変動があった場合、損失を被
る可能性があります。 

  
④ 保有資産の時価の下落等に係るもの 

当社は、業務遂行の必要性上、有価証券、店舗や土地等の有形固定資産、コンピュータソ
フトウェア等の無形固定資産などの資産を保有しております。これらについて時価の下落、
収益性の低下、陳腐化などが生じた場合、会計上明示されないものを含め、損失が発生する
可能性があります。 

  
⑤ 資金調達に係るもの 

当社は現在、自己資金と銀行等からの借入によって運転資金を賄っておりますが、当社の
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た
り、調達不能になる可能性があります。 

  
⑥ 自己資本規制比率に係るもの 

当社は、「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
資本規制比率を算出しておりますが、この値が100％を下回った場合、内閣総理大臣は３ヶ
月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができるとされております。
また、業務の全部又は一部の停止を命じた日から３ヶ月を経過した日においても引き続き
100％を下回り、かつ、自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるとき
は、金融商品取引業者の登録を取り消すことができるとされております。 

  
⑦ 顧客・取引先等の債務不履行に係るもの 

当社の保有する金銭債権や預金などの資産は、相手先が資金繰りの悪化などにより債務不
履行に陥った場合、回収不能となり、損失が発生する可能性があります。 

  
⑧ システムに関するもの 

当社の業務上使用するコンピュータシステムが、プログラム上の不具合、回線トラブル、
コンピュータウイルスの侵入、災害などにより障害が発生した場合、緊急時の業務執行体制
を整備しておりますが、障害の規模・状況によっては取引の縮小や中断を余儀なくされる可
能性があります。 
  

⑨ 個人情報の漏洩に係るもの 
当社の顧客情報管理は、個人情報保護基本方針ならびに社内諸規則等を制定し、管理には

万全を期しておりますが、人的ミスやコンピュータハッカーの侵入ならびにデータの不正持
ち出しや盗難などにより、情報が社外に漏洩する可能性について完全には否定できません。
万一外部に漏洩した場合、賠償金の発生や社会的信用が失墜することなどにより、業績に影
響を与える可能性があります。 

  
⑩ 法令・諸規則等による規制の強化・緩和に係るもの 

当社は、金融商品取引法を中心とした多くの法令・諸規則や監督官庁の監督のもとに業務
を遂行しておりますが、金融商品取引業に関する規制が強化または緩和された場合、既存業
務に対する制約や競争の激化により、収益が低下する可能性があります。 

(4) 事業等のリスク
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⑪ 法務に係るもの 
当社は、業務の遂行において法令・諸規則等の遵守の徹底を図っておりますが、外部検査

等で不正が発見され行政処分を受けた場合、社会的な信用失墜等により取引の減少を招く可
能性があります。また、顧客と見解の相違等で紛争が生じた場合、訴訟を提訴される可能性
があります。なお、現在、当社の業績に大きな影響を与える訴訟は提訴されておりません。

  

 当社は、金融商品取引業を営んでおり、有価証券の売買、売買の取次ぎ、引受・売出し・募集
及び売出しの取扱い、および投資運用業等において幅広いサービスを提供しております。 
 なお、関連会社であった日本金融情報システム(株)(現(株)日立金融システムエンジニアリン
グ)の株式を平成20年12月26日に売却したため、当事業年度末において関係会社はありません。 
  

当社は、証券市場の仲介者としての使命に基づき、地域に密着した営業展開のもとで、お客
様のニーズに応じた金融情報サービスの提供を通じ、お客様はもとより株主様、社員、社会か
ら信頼され、選ばれる証券会社として発展することを目標として、下記の経営理念を掲げてお
ります。 
  
「水戸証券は、顧客・株主・社員にＢＥＳＴをつくす企業でありたい」 
  
当社は、この経営理念の下、「堅実・進取」を社是に、「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ＴＯＧＥＴ

ＨＥＲ 変化・成果・自己に挑戦しよう」を行動指針として、役職員一同、業務の遂行にベス
トを尽くしております。  
なお、当社の平成21年度の経営方針は次の通りであります。 

  
＜平成21年度 経営方針＞ 

「未来へ お客様とともに」 
  
水戸証券は、お客様第一主義（Customer First）のもと、お客様の資産運用ニーズに多様な

商品と質の高い専門的サービスをもってお応えし、「お客様の信頼と満足度向上」にベストを
つくします。 
  
① 金融商品取引業者としての信頼の確保と社会規範の遵守 

金融商品取引業者として、社会的使命の自覚と資本市場の健全性および信頼性の維持、向
上に努めるとともに、良き企業市民として、社会秩序の維持と社会的貢献の実践に努めま
す。 

  
② お客様ニーズに応じた多様な商品と質の高い専門的サービスの提供 

お客様のライフステージと資産運用ニーズに応じた、多様な商品と質の高い専門的サービ
スを提供できるよう、商品・サービスの充実を図り、お客様の信頼と満足度向上に努めま
す。 

  
③ コンプライアンス態勢の強化と内部統制システムの整備による適正な業務運営体制の構築 

利用者保護を基本とし、コンプライアンス態勢強化により、お客様の信頼と満足度向上を
図るとともに、内部統制システムの整備により適正な業務運営体制の構築に努めます。 

  
④ ＩＴの活用と社員の能力向上による業務の効率化と生産性の向上 

ＩＴ（情報技術）の活用と社員の能力向上による業務効率化と生産性向上を図り、お客様
により良いサービスを提供できるよう努めます。 

  

⑤ いかなる環境下においても安定的な経営体質の構築と継続的な成長の実現 

商品の多様化と販売チャネルの拡充により収益基盤の拡大を図り、いかなる環境下におい
ても安定かつ継続的な成長を実現できる経営体質の構築に努めます。 

  

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針
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株式市場の動向により収益の変動が大きいため、市況に左右されない安定的な収益を確保で
きる基盤づくりを目指し、後述の「中期経営計画」における数値目標を掲げております。 
  

当社は、平成19年４月から平成22年３月までの３ヵ年を対象期間とする「中期経営計画」を
下記の通り策定いたしております。 
  
中期経営計画の骨子 
① 経営理念 

中期経営計画策定にあたり、経営環境の変化を踏まえ、経営理念に基づく経営方針を
以下のとおり明確にいたしました。 

イ 顧客第一主義の下で、「お客様の信頼と満足度向上」を 重要方針とする。 
ロ お客様満足度の向上により収益基盤の拡大を図り、企業価値向上と株主をはじめと

するステークホルダーの満足度向上に努める。 
ハ 事業継続と企業発展の礎となる も重要な財産は人材であり、社員満足度向上を図

るために、社員一人ひとりが能力を発揮し成果が適切に評価されるように努め
る。 

  

② 中期経営計画の基本方針 

イ 総合証券としての機能強化を図り、関東を中心とした地域に密着した営業展開によ
り、その地域における「お客様信頼度Ｎｏ．１」の証券会社を目指す。 

ロ お客様の資産運用ニーズに応じた商品とサービスを提案できる体制を整え、店舗増
設による対面営業の強化とともにネット・コールを加えたサービスチャネルの提
供により、お客様満足度の向上と新たな顧客層の拡大を図る。 

ハ 収益安定化に向けて収益構造の多角化を図ることとし、株式に次ぐ大きな収益の柱
を作るとともに新たな顧客層の獲得と収益基盤の拡大を図ることにより、安定か
つ持続的な成長を実現する。 

  

③ 中期経営計画の目標 

イ 預り資産残高：平成22年３月末 8,200億円 構成…株式：株式以外 ６：４ 
(参考) 平成21年３月末 7,581億円 構成…株式：株式以外 ６：４ 

預り有価証券等の時価の大幅な下落により、平成21年4月から預り資産残高目標
を1兆5,000億円から8,200億円に修正しております。  

  
ロ Ｒ Ｏ Ｅ：いかなる環境下においても10％以上を確保できる経営体質を目標とす

る。 
ハ 配当性向：35％以上 

  
当社は、中長期的な視点での安定的な企業発展を目指してまいります。 

  

事業構造の変革、業務効率化ならびに徹底した経費削減等の施策により、全社的な収益力と
生産性の向上を図り、早急に黒字化が可能な経営構造への転換を図るため、構造改革計画を実
施しております。 
  

当社は、 終年度を迎える中期経営計画と、生産性向上と企業体質改善のための構造改革計
画を、強い決意を持って推進してまいります。そして、激変した市況環境の下でのお客様のニ
ーズに合わせた商品・サービスの充実を図り、お客様の信頼と満足度向上に努めてまいりま
す。そのために金融商品取引法に謳われる投資者保護を基本とし、コンプライアンス態勢の強
化により、適正な業務運営体制の構築に努め、ITの活用と社員の能力向上による業務効率化と
生産性向上を図ってまいります。 
また、これにより、いかなる環境下においても安定かつ継続的な成長を実現できる経営体質

の構築に繋がるものと考えております。 

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 構造改革施策の実施

(5) 会社の対処すべき課題
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金・預金 11,658 14,435 

預託金 11,002 9,100 

トレーディング商品 905 3,402 

商品有価証券等 905 3,402 

約定見返勘定 198 53 

信用取引資産 23,221 9,877 

信用取引貸付金 20,262 7,046 

信用取引借証券担保金 2,958 2,830 

立替金 119 5 

募集等払込金 1,248 1,136 

短期貸付金 1 8 

前払金 33 1 

前払費用 98 93 

未収入金 2 254 

未収還付法人税等 － 390 

未収収益 519 284 

繰延税金資産 245 － 

その他の流動資産 93 298 

流動資産計 49,350 39,343 

固定資産 

有形固定資産 5,337 5,195 

建物 3,101 2,944 

構築物（純額） 64 58 

車両運搬具（純額） 3 1 

器具備品 634 655 

土地 1,533 1,533 

リース資産（純額） － 0 

無形固定資産 132 809 

借地権 15 15 

電話加入権 54 54 

ソフトウエア 59 736 

その他 3 2 

投資その他の資産 6,713 5,557 

投資有価証券 5,344 4,279 

関係会社株式 24 － 

出資金 5 5 

長期貸付金 15 13 

長期差入保証金 921 889 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

長期前払費用 1 15 

保険積立金 313 276 

その他 232 94 

貸倒引当金 △146 △15 

固定資産計 12,183 11,563 

資産合計 61,533 50,906 

負債の部 

流動負債 

トレーディング商品 － 10 

商品有価証券等 － 10 

信用取引負債 3,419 3,222 

信用取引借入金 2,890 1,730 

信用取引貸証券受入金 528 1,492 

預り金 9,442 8,659 

顧客からの預り金 8,918 8,389 

その他の預り金 524 269 

受入保証金 1,681 1,120 

短期借入金 5,732 4,043 

前受収益 3 3 

リース債務 － 0 

未払金 84 26 

未払費用 424 512 

未払法人税等 326 12 

繰延税金負債 － 24 

賞与引当金 450 292 

その他の流動負債 4 2 

流動負債計 21,567 17,930 

固定負債 

長期借入金 103 － 

長期未払金 408 401 

リース債務 － 0 

繰延税金負債 138 131 

退職給付引当金 2,174 2,335 

その他の固定負債 42 52 

固定負債計 2,865 2,922 

特別法上の準備金 

証券取引責任準備金 480 － 

金融商品取引責任準備金 － 148 

特別法上の準備金計 480 148 

負債合計 24,914 21,001 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

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 5,393 4,342 

資本剰余金合計 9,688 8,637 

利益剰余金 

その他利益剰余金 14,090 9,719 

別途積立金 11,247 11,247 

繰越利益剰余金 2,843 △1,527 

利益剰余金合計 14,090 9,719 

自己株式 △78 △1,005 

株主資本合計 35,973 29,625 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 645 280 

評価・換算差額等合計 645 280 

純資産合計 36,619 29,905 

負債・純資産合計 61,533 50,906 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業収益 

受入手数料 12,079 7,185 

委託手数料 8,233 4,827 

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料 

44 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 

2,098 915 

その他の受入手数料 1,703 1,435 

トレーディング損益 1,955 2,408 

金融収益 842 476 

その他の営業収益 61 62 

営業収益計 14,938 10,133 

金融費用 306 229 

純営業収益 14,632 9,903 

販売費・一般管理費 

取引関係費 1,688 1,631 

人件費 7,342 6,889 

不動産関係費 1,581 1,561 

事務費 1,235 1,702 

減価償却費 566 639 

租税公課 195 161 

貸倒引当金繰入れ － 10 

その他 315 339 

販売費・一般管理費計 12,925 12,936 

営業利益 1,706 △3,032 

営業外収益 

受取配当金 151 152 

雑収入 254 176 

営業外収益計 405 328 

営業外費用 

雑損失 15 47 

営業外費用計 15 47 

経常利益 2,096 △2,751 

特別利益 

証券取引責任準備金戻入 0 － 

金融商品取引責任準備金戻入 － 331 

投資有価証券売却益 21 23 

関係会社株式売却益 － 25 

貸倒引当金戻入額 0 － 

ゴルフ会員権売却益 8 1 

退職給付制度改定益 234 － 

特別利益計 263 382 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別損失 

投資有価証券売却損 － 51 

投資有価証券清算損 0 － 

投資有価証券評価損 10 786 

固定資産売却損 2 1 

固定資産廃棄損 19 57 

システム移行費用 － 295 

特別損失計 32 1,192 

税引前当期純利益 2,328 △3,560 

法人税、住民税及び事業税 827 34 

法人税等調整額 △28 341 

法人税等合計 798 375 

当期純利益 1,530 △3,936 
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 12,272 12,272 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,272 12,272 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 4,294 4,294 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,294 4,294 

その他資本剰余金 

前期末残高 5,393 5,393 

当期変動額 

自己株式の処分 0 △0 

自己株式の消却 － △1,050 

当期変動額合計 0 △1,050 

当期末残高 5,393 4,342 

資本剰余金合計 

前期末残高 9,687 9,688 

当期変動額 

自己株式の処分 0 △0 

自己株式の消却 － △1,050 

当期変動額合計 0 △1,050 

当期末残高 9,688 8,637 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 7 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △7 － 

当期変動額合計 △7 － 

当期末残高 － － 

別途積立金 

前期末残高 11,247 11,247 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 11,247 11,247 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,511 2,843 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 7 － 

剰余金の配当 △1,205 △434 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,530 △3,936 

当期変動額合計 331 △4,371 

当期末残高 2,843 △1,527 

利益剰余金合計 

前期末残高 13,766 14,090 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 － － 

剰余金の配当 △1,205 △434 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,530 △3,936 

当期変動額合計 324 △4,371 

当期末残高 14,090 9,719 

自己株式 

前期末残高 △66 △78 

当期変動額 

自己株式の取得 △13 △1,979 

自己株式の処分 1 2 

自己株式の消却 － 1,050 

当期変動額合計 △12 △926 

当期末残高 △78 △1,005 

株主資本合計 

前期末残高 35,661 35,973 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,205 △434 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,530 △3,936 

自己株式の取得 △13 △1,979 

自己株式の処分 1 2 

自己株式の消却 － － 

当期変動額合計 312 △6,348 

当期末残高 35,973 29,625 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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 2,413 645 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,767 △365 

当期変動額合計 △1,767 △365 

当期末残高 645 280 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,413 645 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,767 △365 

当期変動額合計 △1,767 △365 

当期末残高 645 280 

純資産合計 

前期末残高 38,074 36,619 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,205 △434 

当期純利益又は当期純損失（△） 1,530 △3,936 

自己株式の取得 △13 △1,979 

自己株式の処分 1 2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,767 △365 

当期変動額合計 △1,455 △6,713 

当期末残高 36,619 29,905 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21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（△） 2,328 △3,560 

減価償却費 566 639 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △130 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △230 161 

賞与引当金の増減額（△は減少） △179 △158 

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） － △331 

固定資産売却損益（△は益） 2 1 

固定資産廃棄損 19 57 

受取利息及び受取配当金 △994 △629 

支払利息 306 229 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △10 814 

関係会社株式売却損益（△は益） － △25 

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 4,500 1,900 

トレーディング商品の増減額 △28 △2,341 

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 7,064 13,147 

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △6,076 △1,325 

その他の資産・負債の増減額 △55 187 

小計 7,211 8,636 

利息及び配当金の受取額 1,016 699 

利息の支払額 △306 △236 

法人税等の支払額 △559 △677 

法人税等の還付額 896 0 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,259 8,422 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資有価証券の取得による支出 △494 △335 

投資有価証券の売却による収入 36 104 

関係会社株式の売却による収入 － 50 

有形固定資産の取得による支出 △293 △450 

有形固定資産の売却による収入 163 0 

無形固定資産の取得による支出 △41 △805 

貸付けによる支出 △3 △10 

貸付金の回収による収入 8 5 

その他 13 9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △610 △1,431 

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） △300 △1,660 

長期借入金の返済による支出 △144 △132 

自己株式の処分による収入 1 2 

自己株式の取得による支出 △13 △1,979 

配当金の支払額 △1,203 △438 

その他 － △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,659 △4,207 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △6 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,972 2,777 

現金及び現金同等物の期首残高 5,686 11,658 

現金及び現金同等物の期末残高 11,658 14,435 

水戸証券㈱（8622） 平成21年3月期　決算短信（非連結）

－16－



  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年3月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度(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。 

  

  

 
  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) トレーディング商品(売買目的有

価証券)

トレーディング商品に属する有価

証券及びデリバティブ取引等の評価

基準及び評価方法等

(1) トレーディング商品(売買目的有

価証券)

トレーディング商品に属する有価

証券及びデリバティブ取引等の評価

基準及び評価方法等

① 目的と範囲

   自己の計算に基づき、時価の

変動、または市場間の格差等を

利用して利益を得ること及びそ

れらの取引により生じ得る損失

を減少させることを目的として

おります。

   その範囲は、有価証券、有価

証券に準ずる商品、デリバティ

ブ取引等であります。

① 目的と範囲

同左

② 評価基準及び評価方法

   時価法を採用するとともに約

定基準で計上し、売却原価は移

動平均法によっております。

② 評価基準及び評価方法

同左

(2) トレーディング商品に属さない有

価証券等

①関連会社株式

  移動平均法による原価法によっ

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

②その他有価証券

ア 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、取得原価との評価差額

を全部純資産直入する方法に

より処理し、売却原価は移動

平均法によっております。

①その他有価証券

ア 時価のあるもの

同左

イ 時価のないもの

  移動平均法による原価法によ

っております。

イ 時価のないもの

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

２ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

   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

備は除く)については定額法)によ

っております。なお、主な耐用年

数は以下のとおりであります。

   建物    ３～50年

   器具・備品 ３～20年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年

度から、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

これにより、営業利益、経常利

益、税引前当期純利益がそれぞれ16

百万円減少しております。

─────

(追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業

年度から、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

これにより、営業利益、経常利

益、税引前当期純利益がそれぞれ４

百万円減少しております。

─────

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。

  ただし、ソフトウェアについては

社内利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。

(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

リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとして算定する方法によ

っております。

平成20年３月31日以前に契約をし

た、リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・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。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・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。

─────

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。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるた

め、当社所定の計算方法による支払

見込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

の見込額に基づき計上しておりま

す。

過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度

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の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費用処理

しております。

(3) 退職給付引当金

同左

(追加情報)

確定拠出年金法の施行に伴い、平

成20年１月に適格退職年金制度につ

いて退職一時金制度及び確定拠出年

金制度へ移行し、「退職給付制度間

の移行等に関する会計処理」(企業

会計基準適用指針第１号)を適用し

ております。

本移行に伴い影響額は、特別利益

として234百万円計上しておりま

す。

─────
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 特別法上の準備金の計上

基準

  証券取引責任準備金  証券事故による損失に備えるため、

金融商品取引法附則第40条に従い、旧

証券取引法第51条の規定に基づき、旧

「証券会社に関する内閣府令」第35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。

─────

    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の規定に定

めるところにより算出した額を金融商

品取引責任準備金として計上しており

ます。

(追加情報)

 当社は、従来、旧証券取引法第51条

の規定に基づき、証券取引責任準備金

を計上しておりました。当事業年度よ

り、この責任準備金について、金融商

品取引法第46条の５の規定に定めると

ころにより算出した額を金融商品取引

責任準備金として計上しております。

 また、従来、「特別利益」に計上し

ておりました証券取引責任準備金戻入

は、当事業年度より、金融商品取引責

任準備金戻入として「特別利益」に計

上しております。

 この変更により、従来の方法によっ

た場合と比べ当事業年度の税引前当期

純損失が264百万円減少しておりま

す。

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 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っており

ます。

同左

７ 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) 

 税抜方式によっております。

(消費税等の会計処理)

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

───── (リース取引に関する会計基準等)

 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会計処理によっておりま

す。

 なお、リース取引会計基準の改正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取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

 この変更による損益に与える影響はありません。

(8)【追加情報】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(税効果会計) 

 その他有価証券評価差額金等に係る繰延税金負債を計

上し、繰延税金資産については将来の回収見込額を計上

しております。

(税効果会計)

 未収還付事業税及びその他有価証券評価差額金等に係

る繰延税金負債を計上しております。
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(9)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21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

建物 3,006百万円

構築物(純額) 210

車輌運搬具(純額) 11

器具備品 953

計 4,182

１ 有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物 3,134百万円

構築物(純額) 216

車輌運搬具(純額) 2

器具備品 1,165

リース資産(純額) 0

計 4,519

 

２ 担保に供されている資産
前事業年度(平成20年３月31日)

科目
対応債務 
残高 

(百万円)

担保の内容

トレーディ
ング商品 
(百万円)

建物
(百万円)

土地
(百万円)

投資 
有価証券 
(百万円)

計
(百万円)

信用取引借入金 2,890 ― ― ― ― ―

短期借入金 5,000 77 2,381 1,316 2,907 6,682

金融機関借入金 4,400 77 2,381 1,316 2,877 6,652

証券金融会社借入金 600 ― ― ― 30 30

長期借入金 235 ― ― ― 735 735

(１年内返済予定を含む)

金融機関借入金 235 ― ― ―  735 735

計 8,125 77 2,381 1,316 3,642 7,417

(注) 上記以外に担保等として差入れている資産は次のとおりであります。
(1) 信用取引借入金の担保として、信用取引受入保証金代用有価証券2,759百万円、自己融資見返株券

1,748百万円、および信用取引の本担保証券3,212百万円を差入れております。
(2) 金融機関借入金の担保として、自己融資見返株券2,714百万円を差入れております。
(3) 証券金融会社借入金の担保として、自己融資見返株券77百万円を差入れております。
(4) 金融商品取引所への長期差入保証金代用有価証券として、投資有価証券38百万円、自己融資見返

株券31百万円を差入れております。
(5) 先物取引証拠金等の代用(顧客の直接預託に係るものを除く)として、トレーディング商品115百万

円、および自己融資見返株券1,115百万円を差入れております。
(6) 信用取引貸証券575百万円

 

当事業年度(平成21年３月31日)

科目
対応債務 
残高 

(百万円)

担保の内容

トレーディ
ング商品 
(百万円)

建物
(百万円)

土地
(百万円)

投資 
有価証券 
(百万円)

計
(百万円)

信用取引借入金 1,730 1,005 ─ ─ ─ 1,005

短期借入金 4,043 1,005 2,267 1,316 3,203 7,793

金融機関借入金 3,593 1,005 2,267 1,316 3,173 7,763

証券金融会社借入金 450 ─ ─ ─ 30 30

長期借入金 ─ ─ ─ ─ ─ ─

(１年内返済予定を含む)

金融機関借入金 ─ ─ ─ ─ ─ ─

計 5,773 2,010 2,267 1,316 3,203 8,798

(注) 上記以外に担保等として差入れている資産は次のとおりであります。
(1) 信用取引借入金の担保として、信用取引受入保証金代用有価証券901百万円、自己融資見返株券

466百万円、および信用取引の本担保証券2,782百万円を差入れております。
(2) 金融商品取引所への長期差入保証金代用有価証券として、投資有価証券88百万円を差入れており

ます。
(3) 先物取引証拠金等の代用(顧客の直接預託に係るものを除く)として、トレーディング商品1,005百

万円、投資有価証券13百万円、および自己融資見返株券318百万円を差入れております。
(4) 信用取引貸証券1,284百万円
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前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

３ コミットメントライン契約

   当社は、今後の資金需要に向けた機動的かつ安定

的な資金調達手段の確保に資するため、取引銀行７

行とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。当事業年度末におけるコミットメントに係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

コミットメントの総額 3,800百万円

借入実行残高 ―

借入未実行残高 3,800

３ コミットメントライン契約

   当社は、今後の資金需要に向けた機動的かつ安定

的な資金調達手段の確保に資するため、取引銀行７

行とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。当事業年度末におけるコミットメントに係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

コミットメントの総額 3,800百万円

借入実行残高 ―

借入未実行残高 3,800

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１ 固定資産売却損の内訳

土地付建物 2百万円

  計 2

１ 固定資産売却損の内訳

車両運搬具(純額) 0百万円

器具備品 0

 計 1

 

２ 固定資産廃棄損の内訳

建物 12百万円

構築物(純額) 0

器具備品 6

  計 19

２ 固定資産廃棄損の内訳

建物 24百万円

構築物(純額) 0

器具備品 17

ソフトウエア 15

 計 57
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   28,200株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少 2,427株 

  

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  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 

 
(注) １株当たり配当額10円のうち５円は創業85周年記念配当であります。 

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

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 80,537,033 ― ― 80,537,033

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 141,919 28,200 2,427 167,692

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19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 803 (注)10 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月26日 
取締役会

普通株式 401 5 平成19年９月30日 平成19年12月４日

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20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 241 3 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

普通株式の減少3,248,000株は、自己株式の消却による減少であります。 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 取締役会決議に基づく取得による増加 6,166,000株 

 単元未満株式の買取りによる増加  32,089株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 消却による減少 3,248,000株 

 単元未満株式の買増請求による減少 8,222株 

  

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  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 

 
  

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

  平成21年６月26日開催の第64期定時株主総会決議において無配を予定しております。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 80,537,033 ― 3,248,000 77,289,033

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 167,692 6,198,089 3,256,222 3,109,559

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６月27日 
定時株主総会

普通株式 241 3 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月28日 
取締役会

普通株式 193 2.5 平成20年９月30日 平成20年12月２日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※ 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

(平成20年３月31日現在)

現金・預金 11,658百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物 11,658
 

※ 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

(平成21年３月31日現在)

現金・預金 14,435百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ─

現金及び現金同等物 14,435

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引は次の通りであ

ります。

１．リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引は次の通りであ

ります。

 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

器具・
備品 

(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額 
相当額

309 309

減価償却 
累計額 
相当額

138 138

期末残高 
相当額

171 171

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

器具・
備品 

(百万円)

合計 
(百万円)

取得価額
相当額

277 277

減価償却
累計額 
相当額

160 160

期末残高
相当額

117 117

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 53百万円

１年超 125

   合計 179

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 48百万円

１年超 77

  合計 125

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 59百万円

減価償却費相当額 54

支払利息相当額 7

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

支払リース料 57百万円

減価償却費相当額 52

支払利息相当額 6

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法

   …リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

  ・減価償却費相当額の算定方法

   …同左

  ・利息相当額の算定方法

   …リース料総額とリース物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。

  ・利息相当額の算定方法

   …同左

２．オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 451百万円

１年超 1,232

   合計 1,684

２．オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年以内 451百万円

１年超 781

  合計 1,232
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１.トレーディングに係るもの 

 
  

 
(注)為替予約取引及び先物取引については、みなし決済損益を時価欄に記入しております。 

  

２.トレーディングに係るもの以外 

 
  

②当事業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) 

 
  

 
  

 
(注)関連会社株式であった日本金融情報システム(株)(現(株)日立金融システムエンジニアリング)の

株式を平成20年12月26日に売却したため、当事業年度末において関連会社株式は保有しておりま
せん。これに伴い、当事業年度の持分法損益等は記載しておりません。 

(有価証券及びデリバティブ取引)

①トレーディング商品の時価 (単位：百万円)

種類

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産 負債 資産 負債

株券・ワラント 450 ─ 10 10

債券 454 ─ 3,386 ─

受益証券 ─ ─ 5 ─

②デリバティブ取引の契約額等及び時価 (単位：百万円)

種類

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産 負債 資産 負債

契約額等 時価 契約額等 時価 契約額等 時価 契約額等 時価

オプション取引 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

為替予約取引 395 △3 13 0 ─ ─ 1 △0

先物取引 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

①その他有価証券で時価のあるもの (単位：百万円)

種類

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

取得原価
貸借対照表
計上額

差額 取得原価
貸借対照表
計上額

差額

貸借対照表計上額が 
取得価額を超えるもの

1,659 2,788 1,128 1,587 2,181 594

貸借対照表計上額が 
取得価額を超えないもの

1,864 1,590 △273 1,333 1,151 △182

合計 3,523 4,379 855 2,920 3,332 411

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

104 23 51

③時価評価されていない主な有価証券 (単位：百万円)

種類
前事業年度(平成20年３月31日)

貸借対照表計上額
当事業年度(平成21年３月31日)

貸借対照表計上額

その他有価証券 964 946

株式(非上場株式) 692 691

投資事業有限責任組合への出資 272 255

(持分法損益等)

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

関連会社に対する投資の金額 24百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 58百万円 ─────

持分法を適用した場合の投資利益の金額 18百万円

水戸証券㈱（8622） 平成21年3月期　決算短信（非連結）

－27－



  

 
  

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(1) 流動資産

  繰延税金資産

   賞与引当金 183百万円

   その他 62

  繰延税金資産合計 245

(2) 固定資産

  繰延税金資産

   減価償却費 95

   退職給付費用 884

   未払役員退職慰労金 163

   ゴルフ会員権評価損 93

   証券取引責任準備金 195

   投資有価証券評価損 461

   減損損失 177

   その他 59

  繰延税金資産小計 2,130

  評価性引当額 △2,059

  差引 71

  繰延税金負債

   その他有価証券評価差額金 △209

  繰延税金負債小計 △209

  繰延税金資産(負債)の純額 △138

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(1) 流動資産

 繰延税金資産

  賞与引当金 118百万円

  その他 58

 繰延税金資産小計 177

 評価性引当額 △177

 差引 ─

 繰延税金負債

  未収還付事業税 △24

 繰延税金負債小計 △24

 繰延税金資産(負債)の純額 △24

(2) 固定資産

 繰延税金資産

  減価償却費 72

  退職給付費用 952

  繰越欠損金 1,425

  未払役員退職慰労金 161

  ゴルフ会員権評価損 53

  金融商品取引責任準備金 60

  投資有価証券評価損 772

  減損損失 177

  その他 6

 繰延税金資産小計 3,682

 評価性引当額 △3,682

 差引 ─

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △131

 繰延税金負債小計 △131

 繰延税金資産(負債)の純額 △131

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

 (調整)

交際費等永久に損金に 
算入されない項目

2.1

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△1.4

住民税均等割 1.0

評価性引当額等による影響額 △8.4

その他 0.3

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

34.3

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別の内訳

 税引前当期純損失を計上したため、差異原因は注

記しておりません。
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(退職給付関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、退職金制度として、退職一時金制度及び確

定拠出年金制度を採用しております。  

 当社は、平成20年１月１日に、退職一時金制度25％

及び適格退職年金制度75％から、適格退職年金制度の

うち25％を退職一時金制度に、残り50％を確定拠出年

金制度に移行し、それぞれ50％ずつとしております。

また、退職一時金制度についてポイント制に見直して

おります。  

 本移行に伴う影響額は、特別利益として234百万円

計上されております。 

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は、退職金制度として、退職一時金制度及び確

定拠出年金制度を採用しております。

 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △2,498百万円

ロ 年金資産 ―

ハ 未積立退職給付債務 

  (イ＋ロ)
△2,498

ニ 未認識数理計算上の差異 128

ホ 未認識過去勤務債務 196

ヘ 貸借対照表計上額純額 

  (ハ＋ニ＋ホ)
△2,174

ト 前払年金費用 ―

チ 退職給付引当金 

  (ヘ－ト)
△2,174

(注)確定拠出年金制度への移行に伴う影響額は以 

  下の通りであります。

退職給付債務の減少 2,477

未認識数理計算上の差異 △27

退職給付引当金の減少 2,449

また、確定拠出年金制度への資産移換額は2,215百

万円であり、４年間で移換する予定であります。な

お、当事業年度末時点の未移換額12百万円は、未払

金に４百万円、長期未払金に８百万円、それぞれ計

上しております。

 

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △2,565百万円

ロ 年金資産 ─

ハ 未積立退職給付債務 

  (イ＋ロ)
△2,565

ニ 未認識数理計算上の差異 53

ホ 未認識過去勤務債務 175

ヘ 貸借対照表計上額純額 

  (ハ＋ニ＋ホ)
△2,335

ト 前払年金費用 ─

チ 退職給付引当金 

  (ヘ－ト)
△2,335

 

３ 退職給付費用に関する事項

  (自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

イ 勤務費用 202百万円

ロ 利息費用 84

ハ 期待運用収益 △32

ニ 数理計算上の差異の 

  費用処理額
57

ホ 過去勤務債務の 

  費用処理額
5

へ 確定拠出年金への掛金 

  支払額
28

ト 退職給付費用 

  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ)
346

 

３ 退職給付費用に関する事項

  (自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

イ 勤務費用 118百万円

ロ 利息費用 49

ハ 期待運用収益 ─

ニ 数理計算上の差異の 

  費用処理額
36

ホ 過去勤務債務の 

  費用処理額
20

へ 確定拠出年金への掛金 

  支払額
118

ト 退職給付費用 

  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋へ)
344
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前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

 

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の 

  期間配分方法
期間定額基準

ロ 割引率   2.0％

ハ 期待運用収益率   2.0％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法によっておりま

す。)

ホ 数理計算上の差異の処理年数

10年(各事業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の年数による定額法

により、按分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。)

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

イ 退職給付見込額の 

  期間配分方法
期間定額基準

ロ 割引率   2.0％

ハ 期待運用収益率   ─

ニ 過去勤務債務の額の処理年数

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数による定額法によっておりま

す。)

ホ 数理計算上の差異の処理年数

10年(各事業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の年数による定額法

により、按分した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理しております。)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額 

  

 
  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 455円64銭 403円15銭

１株当たり当期純利益金額又は 
当期純損失金額(△)

19円04銭 △51円10銭

 なお、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。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失であり、また潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

項目
前事業年度末

(平成20年３月31日)
当事業年度末

(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円) 36,619 29,905

普通株式に係る純資産額(百万円) 36,619 29,905

差額の主な内訳(百万円) ― ─

普通株式の発行済株式数(千株） 80,537 77,289

普通株式の自己株式数(千株) 167 3,109

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

80,369 74,179

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益金額又は当期純損失金額(△)(百万円) 1,530 △3,936

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益金額又は 
当期純損失金額(△)(百万円)

1,530 △3,936

普通株式の期中平均株式数(千株) 80,379 77,030
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

１. 当社は、平成20年５月７日に次期証券システム

(日本電子計算株式会社が提供する証券総合システ

ム「SIGMA21」)に移行しました。

この移行に伴い、来期の損益計算書において、

295百万円の特別損失を計上する見込みでありま

す。

２. 平成20年５月16日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第156条の規定に基づき、以下のとおり、

自己株式の取得に係る事項を決議しました。

(1)自己株式の取得を行う理由

総合的な株主還元及び資本効率の向上と機動的

な資本政策の遂行を図るため

(2)取得に係る事項の内容

① 取得する 
  株式の種類

当社普通株式

② 取得しうる 
  株式の総数

3,000,000株(上限)

(自己株式を除く発行済
株式総数に対する割合 
3.73%)

③ 株式の取得 
  価額の総額

1,000百万円(上限)

④ 取得方法 市場買付け

⑤ 取得期間
平成20年５月19日から
平成20年９月30日まで

─────
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(1) 受入手数料 

① 科目別内訳 

(単位：百万円) 

 
（注）平成20年12月12日付けで「金融商品取引法等の一部を改正する法律」及び関係政府令が施行された

ことに伴い、「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(日本証券業協会自主規制規則)が一部改
正されたことを受け、「引受け・売出し手数料」を「引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料」に、また「募集・売出しの取扱手数料」を「募集・売出し・特定投資家向け売付け勧
誘等の取扱手数料」にそれぞれ変更しております。 

  

② 商品別内訳 

(単位：百万円) 

 
  

(2) トレーディング損益 

(単位：百万円) 

5. その他

前事業年度
(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)
前年同期比(%)

委託手数料 8,233 4,827 58.6

 (株券) (8,203) (4,788) 58.4

 (債券) (    2) (    1) 75.3

 (その他) (   27) (   37) 137.3

引受け・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の手数料(注)

44 7 16.4

 (株券) (   42) (    5) 12.6

 (債券) (    2) (    1) 93.6

募集・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の取扱手数料(注)

2,098 915 43.6

その他の受入手数料 1,703 1,435 84.3

合計 12,079 7,185 59.5

前事業年度
(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)
前年同期比(%)

株券 8,295 4,820 58.1

債券 97 80 82.6

受益証券 3,592 2,187 60.9

その他 94 97 103.5

合計 12,079 7,185 59.5

前事業年度
(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)
前年同期比(%)

株券等 1,663 1,835 110.3

債券・為替等 291 573 197.0

 (債券等) (  244) (   300) 122.7

 (為替等)  (   46)  (   273) 587.7

合計 1,955 2,408 123.2
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(3) 株券売買高(先物取引を除く) 

(単位：百万株、百万円) 

   
(4) 引受・募集・売出しの取扱高 

(単位：千株、百万円) 

 
（注）募集・売出しの取扱高は、売出高および私募の取扱高を含んでおります。 
  

(5) 自己資本規制比率 

   
(6) 役職員数 

(単位：人) 

前事業年度
(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)
前年同期比(%)

株数 金額 株数 金額 株数 金額

合計 4,942 6,984,762 5,163 4,202,995 104.5 60.2

 (委託) (1,814) (1,553,540) (1,512) (900,085) (83.4) (57.9)

 (自己) (3,127) (5,431,221) (3,650) (3,302,909) (116.7) (60.8)

委託比率(%) 36.7 22.2 29.3 21.4

─東証シェア(%) 0.43 0.43 0.47 0.38

1株当たり委託手数料 4円52銭 3円16銭

前事業年度
(自 平成19年４月１日

 至 平成20年３月31日)

当事業年度

(自 平成20年４月１日

 至 平成21年３月31日)
前年同期比(%)

引受高

 株券(株数) 651 627 96.3

 株券(金額) 2,330 383 16.4

 債券(額面金額) 350 470 134.3

 受益証券(金額) ─ ― ―

 コマーシャル・ペーパー 
 及び外国証書等(額面金額)

13,400 23,200 173.1

募集・売出しの取扱高

 株券(株数) 612 622 101.7

 株券(金額) 2,242 379 16.9

 債券(額面金額) 1,561 5,791 370.9

 受益証券(金額) 303,955 218,501 71.9

 コマーシャル・ペーパー 
 及び外国証書等(額面金額)

13,400 23,200 173.1

区分
前事業年度末

(平成20年３月31日)
当事業年度末

(平成21年３月31日)

基本的項目(百万円) (A) 35,732 29,625

補完的項目 
(百万円)

その他有価証券 
評価差額金(評価益)等

645 280

証券取引責任準備金等 480 ─

金融商品取引責任準備金等 ─ 148

一般貸倒引当金 0 ─

計 (B) 1,125 428

控除資産(百万円) (C) 6,905 7,251

固定化されていない自己資本の額(百万円)
(A)＋(B)－(C)

(D) 29,953 22,802

リスク相当額 
(百万円)

市場リスク相当額 609 512

取引先リスク相当額 501 234

基礎的リスク相当額 3,153 3,124

計 (E) 4,264 3,871

自己資本規制比率(％)  (D)／(E)×100 702.4 588.9

前事業年度末
(平成20年３月31日)

当事業年度末
(平成21年３月31日)

役員 10 10

従業員 692 733

水戸証券㈱（8622） 平成21年3月期　決算短信（非連結）

－34－



(7) 損益計算書の四半期推移 

(単位：百万円) 

 
  

当第１四半期

(H20.４.１
 H20.６.30)

当第２四半期

(H20.７.１
H20.９.30)

当第３四半期

(H20.10.１
 H20.12.31)

当第４四半期

(H21.１.１
H21.３.31)

当期累計

(H20.４.１
 H21.３.31)

営業収益

 受入手数料 2,600 1,690 1,561 1,332 7,185

 トレーディング損益 409 631 796 570 2,408

 金融収益 157 130 109 79 476

 その他の営業収益 14 14 14 17 62

営業収益計 3,182 2,468 2,482 2,000 10,133

金融費用 59 62 55 51 229

純営業収益 3,123 2,405 2,426 1,948 9,903

販売費・一般管理費

 取引関係費 421 407 397 405 1,631

 人件費 1,789 1,760 1,743 1,596 6,889

 不動産関係費 393 393 377 397 1,561

 事務費 458 400 405 437 1,702

 減価償却費 136 148 157 197 639

 租税公課 73 34 32 21 161

 その他 109 90 78 71 349

 販売費・一般管理費計 3,382 3,234 3,193 3,126 12,936

営業損失(△) △ 258 △828 △ 766 △1,178 △ 3,032

営業外収益 174 39 70 45 328

営業外費用 5 22 3 15 47

経常損失(△) △ 89 △811 △ 700 △1,149 △ 2,751

特別利益

 金融商品取引責任準備金戻入 286 44 0 ─ 331

 投資有価証券売却益 ― ─ 13 10 23

 ゴルフ会員権売却益 ― ─ 1 0 1

 関係会社株式売却益 ― ─ 25 ─ 25

 特別利益計 286 44 40 10 382

特別損失

 投資有価証券売却損 ─ ─ ─ 51 51

 投資有価証券評価損 ― 152 569 65 786

 固定資産売却損 ― ─ ─ 1 1

 固定資産廃棄損 27 4 5 19 57

 システム移行費用 295 ─ ─ ─ 295

 特別損失計 323 156 574 137 1,192

税引前当期純損失(△) △ 126 △924 △ 1,234 △1,275 △ 3,560

法人税、住民税及び事業税 5 4 6 18 34

法人税等調整額 317 ─ 28 △4 341

法人税等合計 322 4 34 14 375

当期純損失(△) △ 449 △928 △ 1,268 △1,290 △ 3,936
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