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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注） 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 ％

22年3月期 11,203 10.6 11,045 11.5 △631 ― △433 ― △904 ―
21年3月期 10,133 △32.2 9,903 △32.3 △3,032 ― △2,751 ― △3,936 ―

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 △12.19 ― △3.1 △0.8 △5.6
21年3月期 △51.10 ― △11.8 △4.9 △29.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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 ％

22年3月期 54,584 29,154 53.4 393.10 623.4
21年3月期 50,906 29,905 58.7 403.15 588.9

（参考） 自己資本   22年3月期  29,154百万円 21年3月期  29,905百万円

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 △1,340 154 △807 12,442
21年3月期 8,422 △1,431 △4,207 14,435

2.  配当の状況 

（注） 23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
（合計） 配当性向

純資産配当
率第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 ― 2.50 ― 0.00 2.50 193 ― 0.6
22年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50 185 ― 0.6
23年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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、20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、36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 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 77,289,033株 21年3月期 77,289,033株
② 期末自己株式数 22年3月期  3,125,089株 21年3月期  3,109,559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、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。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することから第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、わが国をはじめとする主要国において自動車や家電機器などに対
する需要喚起策、金融緩和策などが実施されたことにより、景気は持ち直す動きとなりました。
当事業年度の株式市場は、こうした経済環境のなか、景気の底入れを先取りする形で春先から

回復し始め、日経平均株価は８月下旬に10,639円71銭まで上昇しました。しかし、９月以降は新
政権の経済政策に対する不透明感から停滞ムードが強まり、11月末には金融機関等の増資観測に
伴う株式需給の悪化や円高等による景気後退懸念から、日経平均株価は9,000円台を割り込む寸
前まで下落しました。12月に入ると日銀の追加金融緩和策により、戻り歩調となりましたが、平
成22年に入り、米国大統領による金融規制強化案や中国の金融引締め観測、大手自動車メーカー
の大規模リコール問題が重しとなり、日経平均株価は２月初旬に一時的に１万円台を割り込む場
面もあったものの、３月中旬に日銀による追加金融緩和策が発表され、当事業年度末の日経平均
株価は11,089円94銭まで回復しました。 
このような状況のもと、当事業年度の業績は、営業収益が112億３百万円(前期比 110.6％)、

営業収益より金融費用を控除した純営業収益は110億45百万円(同 111.5％)となりました。ま
た、販売費・一般管理費は116億77百万円となり、その結果、営業損失は６億31百万円(前事業年
度実績 営業損失30億32百万円)、経常損失は４億33百万円(前事業年度実績 経常損失27億51百万
円)、当期純損失は９億４百万円(前事業年度実績 当期純損失39億36百万円)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、87億63百万円(前期比 122.0％)となりまし

た。 
  
イ 委託手数料       

委託手数料は、54億94百万円(前期比 113.8％)となりました。これは、株券委託売買金
額が9,316億円(同 103.5％)と増加したことにより、「株式委託手数料」が54億42百万円
(同 113.7％)となったことによるものです。なお「債券委託手数料」は１百万円(同 
86.0％)でありました。 

  
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、１億97百万円(同 
2,739.8％)となりました。これは、大型IPO銘柄の取扱いにより株券が１億95百万円(同 
3,679.3％)となったことによるものです。なお、債券は２百万円(同 105.5％)でありまし
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、17億61百万円(同 192.3％)となりました。これは、主に株式追加型投
信の取扱高増加等によるものです。なお、「その他の受入手数料」は、信託報酬の減少等
により、13億10百万円(同 91.3％)でありました。 

  
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、19億74百万円(前期比 82.0％)

となりました。うち株券等は10億86百万円(同 59.2％)の利益となりました。また債券・為
替等は外債等の販売増により８億87百万円(同 154.7％)の利益でありました。 

  
③ 金融収支：当事業年度の金融収支は、２億36百万円(前期比 95.5％)の利益となりました。

これは金融収益が信用取引収益等の減少により３億94百万円(同 82.8％)となったものの、
金融費用が信用取引費用や支払利息等の減少により１億58百万円(同 69.1%)となったこと
によるものであります。 

  
④ 販売費・一般管理費 ：当事業年度の販売費・一般管理費は、116億77百万円（前期比 

90.3％）となりました。これは、経費削減施策の実施により人件費等が減少したことによ
るものであります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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⑤ 特別損益：当事業年度の特別損益は、４億71百万円の損失となりました。これは、特別利益
が投資有価証券売却益１億７百万円(前期比 451.6％)、金融商品取引責任準備金戻入24百
万円(同 7.4％)等により１億31百万円(同 34.4％)となる一方、特別損失が減損損失４億90
百万円(前事業年度実績なし)、固定資産売却損38百万円(前期比 3,422.6％)、固定資産廃
棄損37百万円(同 65.1％)、投資有価証券評価損28百万円(同 3.7％)、投資有価証券売却損
７百万円(同 14.3％)等により６億２百万円(同 50.6％)となったことによるものでありま
す。 

  
＜業績予想について＞ 

 当社は金融商品取引業を営んでおり、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。  
 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 ：当事業年度末の資産合計は545億84百万円で、前事業年度末比
36億77百万円増加しております。これは信用取引の増加にともない信用取引貸付金が59億
20百万円増加したことや、顧客資産の分別管理にともなう信託金である預託金が19億円増
加したことなどが要因であります。 
負債合計は254億30百万円で前事業年度末比44億28百万円増加しております。これは期末に
大型の株式の売出しがあり一時的に募集等受入金が63億32百万円増加したことなどが要因
であります。 
純資産合計は291億54百万円で前事業年度末比7億51百万円減少しております。内訳は当期
純損失で９億４百万円の減少、その他有価証券評価差額金で１億56百万円の増加などであ
ります。  

  
② キャッシュ・フローの状況 ：当事業年度末における「現金及び現金同等物の期末残高」

は、前事業年度末に比べ19億93百万円減少し、124億42百万円となりました。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当事業年度における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は13億40百万円の減少となり

ました。これは顧客の信用取引残高が前事業年度末に比較し増加したことにより「信用取引
資産及び信用取引負債の増減額」が60億34百万円減少したことや、期末に大型の株式の売出
しがあり顧客からの預り金が一時的に増加したことにより「預り金及び受入保証金の増減
額」が57億61百万円増加したことなどが要因であります。なおこれは、前事業年度の「営業
活動によるキャッシュ・フロー」84億22百万円の増加と比較すると、97億62百万円の減少と
なっております。 

  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における「投資活動によるキャッシュ・フロー」は１億54百万円の増加となり
ました。これは「投資有価証券の売却による収入」が３億８百万円あったことや、貸付金の
増加により「貸付けによる支出」で79百万円の減少となったことなどが要因であります。な
おこれは、前事業年度の「投資活動によるキャッシュ・フロー」14億31百万円の減少と比較
すると15億85百万円の増加となっております。 

  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における「財務活動によるキャッシュ・フロー」は８億７百万円の減少となり
ました。これは借入金を返済したことにより「短期借入金の純増減額」で７億円の減少、
「長期借入金の返済による支出」で１億３百万円の減少となったことなどが要因でありま
す。なおこれは、前事業年度の「財務活動によるキャッシュ・フロー」42億７百万円の減少
と比較すると33億99百万円の増加となっております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

水戸証券㈱ （8622） 平成22年3月期 決算短信（非連結）
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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、業績に応じた配当を実施していくことを基本方針としておりま
す。 
当事業年度の配当金につきましては、厳しい経営環境下にあるものの、内部留保資金の状

況を考慮し、株主の皆様のご期待に応えるべく、1株当り2.5円（中間配当金0円、期末配当
金2.5円）を予定しております。 
次期の配当につきましては、当社の業績が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であり、したがって業績に応じた配当という観点から、次期の配当
予想は行っておりません。 

  
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。 
  

 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、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。 
  

当社は、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
するために、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、「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ ＴＯＧＥＴＨＥＲ 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、業務に邁進しております。 
  
また、証券市場の仲介者としての使命に鑑み、より地域に密着した営業展開のもとで経営基

盤を強化し、高品質のサービス・商品を継続的に提供することによりお客様の満足度に貢献す
ること、その結果としてお客様とともに幸福感を共有できる証券会社となることを目指してお
ります。 
  
なお、当社の平成22年度の経営方針は次のとおりであります。 

  
＜平成22年度 経営方針＞ 

「 お客様のために お客様とともに 」 
水戸証券は、 

お客様のために 質の高い専門的なサービスと商品を提供し、 
お客様とともに 幸福感を共有できる証券会社を目指します。 

  
＜経営理念＞ 

「水戸証券は 顧客・株主・社員にＢＥＳＴをつくす企業でありたい」 
  

＜経営方針＞ 
○金融商品取引業者としての信頼性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確保に努
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。 

  
○お客様ニーズに応じた高品質な商品・情報の提供 

お客様の資産運用ニーズと投資スタイルに応じた、高品質な商品・情報の提供と取引チャ
ネルの強化により、お客様の信頼と満足度向上に努めます。 

  
○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構築 

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。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

水戸証券㈱ （8622） 平成22年3月期 決算短信（非連結）
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○業務の品質向上 
社員一人ひとりの能力を高めることにより業務品質を向上させ、お客様により良いサービ

スを提供できるよう努めます。 
  

○安定的な経営基盤の構築と継続的な成長の実現 

営業基盤の強化による収入構造の改善と生産性の向上により、安定かつ継続的な成長を実
現できる経営基盤の構築に努めます。 

  

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経営基盤作りを
目指し、後述の「第二次中期経営計画」において以下の数値目標を掲げております。 
  

 
※販管費カバー率(％)＝(受入手数料-株式委託手数料)÷販管費 

  

当社は平成22年４月から平成25年３月を計画期間とする「第二次中期経営計画」を策定して
おります。 
  
①基本的な考え方 
イ お客様の資産運用ニーズに資するために、リテールに注力する 
ロ 収入構造の改善と生産性の向上により安定した経営基盤を構築する 
ハ プロフェッショナルな人材を育成する 

  
②目標と戦略 

イ 品質の向上 

a 商品・サービスの充実 
b 取引チャネルの強化 
c 業務品質の向上・効果的な内部管理 

  

ロ 収益力の向上 

a 営業基盤の拡大と収入構造改善 
b 顧客戦略の強化 
c 生産性の向上（業務効率化） 

  

ハ 人材の向上 

a 社員満足度の向上 
b 戦略的な配置・育成 
c 人事制度改革 

  

当社は、「第一次中期経営計画(平成19年４月～平成22年３月)」において、バランスの取れ
た構成の預り資産増大に重点を置いた営業スタイルへの転換を図り、安定的な収益を確保でき
る経営基盤作りを目指して業務を展開してまいりました。 
しかしながら、世界的な金融危機や経済混乱による経営環境の激変に見舞われたこともあ

り、当社は預り資産増大・収益構造の変革などの経営課題を残す結果となりました。 
「第二次中期経営計画」は当社の現状と世界的な構造変化を踏まえ、経営基盤を強化するた

めに策定したものであり、強い決意を持って計画達成のための各種アクションプランを推進し
てまいります。 

(2) 目標とする経営指標

項目 中期経営計画(平成25年３月) 平成22年３月末実績

預り資産(純増額) 2,500億円 8,984億円

有残口座数(純増数) 16,500口座 142,328口座

販管費カバー率(期中平均) 40% 28%

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 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 14,435 12,442

預託金 9,100 11,000

トレーディング商品 3,402 3,539

商品有価証券等 3,402 3,539

約定見返勘定 53 226

信用取引資産 9,877 15,245

信用取引貸付金 7,046 12,967

信用取引借証券担保金 2,830 2,278

立替金 5 0

募集等払込金 1,136 1,136

短期貸付金 8 21

前払金 1 －

前払費用 93 52

未収入金 254 10

未収還付法人税等 390 22

未収収益 284 561

その他の流動資産 298 24

流動資産計 39,343 44,284

固定資産

有形固定資産 5,195 4,209

建物 2,944 2,347

構築物（純額） 58 18

車両運搬具（純額） 1 1

器具備品 655 430

土地 1,533 1,411

リース資産（純額） 0 0

無形固定資産 809 629

借地権 15 12

電話加入権 54 51

ソフトウエア 736 562

その他 2 2

投資その他の資産 5,557 5,461

投資有価証券 4,279 4,176

出資金 5 5

従業員に対する長期貸付金 13 71

長期差入保証金 889 872

長期前払費用 15 7

保険積立金 276 268
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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)

その他 94 76

貸倒引当金 △15 △18

固定資産計 11,563 10,300

資産合計 50,906 54,584

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 3,222 2,556

信用取引借入金 1,730 1,127

信用取引貸証券受入金 1,492 1,429

預り金 8,659 14,257

顧客からの預り金 8,389 7,438

募集等受入金 － 6,332

その他の預り金 269 485

受入保証金 1,120 1,284

短期借入金 4,043 3,240

前受収益 3 3

リース債務 0 0

未払金 26 203

未払費用 512 403

未払法人税等 12 60

繰延税金負債 24 －

賞与引当金 292 437

その他の流動負債 2 －

流動負債計 17,930 22,445

固定負債

長期未払金 401 358

リース債務 0 0

繰延税金負債 131 114

退職給付引当金 2,335 2,333

その他の固定負債 52 52

固定負債計 2,922 2,860

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 148 124

特別法上の準備金計 148 124

負債合計 21,001 25,430
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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)

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 4,342

資本剰余金合計 8,637 8,637

利益剰余金

その他利益剰余金 9,719 8,815

別途積立金 11,247 11,247

繰越利益剰余金 △1,527 △2,431

利益剰余金合計 9,719 8,815

自己株式 △1,005 △1,008

株主資本合計 29,625 28,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 280 436

評価・換算差額等合計 280 436

純資産合計 29,905 29,154

負債・純資産合計 50,906 54,584
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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 7,185 8,763

委託手数料 4,827 5,494

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

7 197

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

915 1,761

その他の受入手数料 1,435 1,310

トレーディング損益 2,408 1,974

金融収益 476 394

その他の営業収益 62 71

営業収益計 10,133 11,203

金融費用 229 158

純営業収益 9,903 11,045

販売費・一般管理費

取引関係費 1,631 1,292

人件費 6,889 6,259

不動産関係費 1,561 1,579

事務費 1,702 1,550

減価償却費 639 616

租税公課 161 148

貸倒引当金繰入れ 10 18

その他 339 212

販売費・一般管理費計 12,936 11,677

営業損失（△） △3,032 △631

営業外収益

受取配当金 152 69

雑収入 176 203

営業外収益計 328 272

営業外費用

雑損失 47 74

営業外費用計 47 74

経常損失（△） △2,751 △433

特別利益

金融商品取引責任準備金戻入 331 24

投資有価証券売却益 23 107

関係会社株式売却益 25 －

ゴルフ会員権売却益 1 0

特別利益計 382 131
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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)

特別損失

投資有価証券売却損 51 7

投資有価証券評価損 786 28

固定資産売却損 1 38

減損損失 － 490

固定資産廃棄損 57 37

システム移行費用 295 －

特別損失計 1,192 602

税引前当期純損失（△） △3,560 △904

法人税、住民税及び事業税 34 23

法人税等調整額 341 △24

法人税等合計 375 △0

当期純損失（△） △3,936 △904
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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 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 4,342

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 △1,050 △0

当期末残高 4,342 4,342

資本剰余金合計

前期末残高 9,688 8,637

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 △1,050 △0

当期末残高 8,637 8,637

利益剰余金

その他利益剰余金

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

繰越利益剰余金

前期末残高 2,843 △1,527

当期変動額

剰余金の配当 △434 －

当期純損失（△） △3,936 △904

当期変動額合計 △4,371 △904

当期末残高 △1,527 △2,431
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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 14,090 9,719

当期変動額

剰余金の配当 △434 －

当期純損失（△） △3,936 △904

当期変動額合計 △4,371 △904

当期末残高 9,719 8,815

自己株式

前期末残高 △78 △1,005

当期変動額

自己株式の取得 △1,979 △3

自己株式の処分 2 0

自己株式の消却 1,050 －

当期変動額合計 △926 △3

当期末残高 △1,005 △1,008

株主資本合計

前期末残高 35,973 29,625

当期変動額

剰余金の配当 △434 －

当期純損失（△） △3,936 △904

自己株式の取得 △1,979 △3

自己株式の処分 2 0

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △6,348 △907

当期末残高 29,625 28,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 645 280

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △365 156

当期変動額合計 △365 156

当期末残高 280 436

評価・換算差額等合計

前期末残高 645 280

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △365 156

当期変動額合計 △365 156

当期末残高 280 436

水戸証券㈱ （8622） 平成22年3月期 決算短信（非連結）

－13－



  
(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 36,619 29,905

当期変動額

剰余金の配当 △434 －

当期純損失（△） △3,936 △904

自己株式の取得 △1,979 △3

自己株式の処分 2 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △365 156

当期変動額合計 △6,713 △751

当期末残高 29,905 29,154
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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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△） △3,560 △904

減価償却費 639 616

減損損失 － 490

貸倒引当金の増減額（△は減少） △130 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 161 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △158 145

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △331 △24

固定資産売却損益（△は益） 1 38

固定資産廃棄損 57 37

受取利息及び受取配当金 △629 △475

支払利息 229 158

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 814 △70

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） 1,900 △1,900

トレーディング商品の増減額 △2,341 △320

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 13,147 △6,034

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △1,325 5,761

その他の資産・負債の増減額 187 495

小計 8,636 △1,987

利息及び配当金の受取額 699 460

利息の支払額 △236 △156

法人税等の支払額 △677 △48

法人税等の還付額 0 390

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,422 △1,340

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 △335 △62

投資有価証券の売却による収入 104 308

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 △450 △40

有形固定資産の売却による収入 0 19

無形固定資産の取得による支出 △805 －

貸付けによる支出 △10 △79

貸付金の回収による収入 5 8

その他 9 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,431 154

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） △1,660 △700

長期借入金の返済による支出 △132 △103

自己株式の処分による収入 2 0

自己株式の取得による支出 △1,979 △3

配当金の支払額 △438 △1

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,207 △807

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,777 △1,993

現金及び現金同等物の期首残高 11,658 14,435

現金及び現金同等物の期末残高 14,435 12,442
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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。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【重要な会計方針】

項目
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)

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

(2) トレーディング商品に属さない有

価証券等

①その他有価証券

イ 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

イ 時価のあるもの

同左

ロ 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。

  なお、投資事業有限責任組合

及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。

ロ 時価のないもの

同左
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項目
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)

２ 固定資産の減価償却の方

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(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

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

  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

価額をゼロとする定額法によってお

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。

(3) リース資産

同左

３ 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
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項目
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)

４ 特別法上の準備金の計上

基準

    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。

同左

(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。

─────

５ 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

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) 

 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)

(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、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方

法に準じた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。

─────

【追加情報】

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)

(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。

(税効果会計) 

 その他有価証券評価差額金に係る繰延税金負債を計上

しております。
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(8)【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21年３月31日)

当事業年度 
(平成22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 3,134百万円

構築物(純額) 216

車両運搬具(純額) 2

器具備品 1,165

リース資産(純額) 0

計 4,519

１ 有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物 3,295百万円

構築物(純額) 222

車両運搬具(純額) 3

器具備品 1,150

リース資産(純額) 0

計 4,671

 

２ 担保に供されている資産
前事業年度(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

466百万円及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13百万円及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

 

当事業年度(平成22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 1,127 1,015 ― ― ― 1,015

短期借入金 2,990 1,015 1,852 1,292 2,609 6,769

金融機関借入金 2,540 1,015 1,852 1,292 2,579 6,739

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 4,117 2,031 1,852 1,292 2,609 7,784

(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779百万円、自己融資見返株券 

639百万円及び信用取引の本担保証券2,212百万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97百万円を差入れており

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1,015百

万円、投資有価証券29百万円及び自己融資見返株券279百万円を差入れております。
(4) 信用取引貸証券1,271百万円
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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)

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

─────
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(損益計算書関係)

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)

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
 

１ 固定資産売却損の内訳

土地付建物 38百万円

 計 38

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

２ 固定資産廃棄損の内訳

建物 10百万円

構築物(純額) 0

器具備品 21

ソフトウエア 6

 計 37

─────

 

３ 減損損失

当社は以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。

場所 用途 種類

茨城県稲敷市 遊休資産 土地

静岡県伊東市 賃貸不動産
建物及び
土地等

栃木県那須郡 賃貸不動産
建物及び
土地等

 当社は、賃貸不動産、遊休資産については、

個別資産ごとにグルーピングを行っておりま

す。 

 当該遊休資産、賃貸不動産については、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ております。 

 遊休資産については16百万円、賃貸不動産に

ついては473百万円を減損損失として特別損失に

計上しております。 

 なお、遊休不動産、賃貸不動産の回収可能価

額は正味売却価額により測定しており、不動産

鑑定評価額等に基づいた時価を適用しておりま

す。
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前事業年度(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 

  該当事項はありません。 

(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 ― 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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当事業年度(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    16,993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    1,463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 

該当事項はありません。 

  
 (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) 77,289,033 ─ ─ 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) 3,109,559 16,993 1,463 3,125,089

決議予定 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22年６月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 185 2.5 平成22年３月31日 平成22年６月28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)

 

※ 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
 

※ 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22年３月31日現在)

現金・預金 12,442百万円

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 12,442
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(リース取引関係)

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)

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

277 277

減価償却 
累計額 
相当額

160 160

期末残高 
相当額

117 117

 

 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

194 194

減価償却
累計額 
相当額

141 141

期末残高
相当額

53 53

 

 

 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
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 29百万円

１年超 29

  合計 58

 

 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
 

 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 51百万円

減価償却費相当額 44

支払利息相当額 4

 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 781

1,232
 

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 330

781
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１ 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社の主たる事業は、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等の

業務を中核とする第一種金融商品取引業であります。 

金融資産の主なものには現金・預金、預託金、トレーディング商品、投資有価証券、信用取引資産が

あります。現金・預金は運転資金でありますが、余剰時には信用取引の自己融資に振り向けておりま

す。預託金は、金融商品取引法に基づく顧客資産の信託額であります。トレーディング商品は、収益確

保のための純投資等であります。投資有価証券は、主に政策投資株式であります。これは、経営会議又

は取締役会において投資あるいは売却につき審議しております。信用取引資産については、顧客の信用

取引における買建金額及び売建金額の証券金融申込金額であります。売建てについては、すべて証券金

融会社からの借株によっております。 

金融負債の主なものには借入金、預り金、トレーディング商品、信用取引負債、受入保証金がありま

す。借入金については、資金需要に応じて増減させることを基本としておりますが、資金余剰時におい

ても、緊急時の対応や金融機関との良好な関係を保つため、 低限の借入は維持しております。また借

入実績のない金融機関に対しても借入枠を確保するよう努めております。預り金については、主に顧客

との取引に伴い発生する一時的な口座残金であります。トレーディング商品については、収益確保のた

めの純投資等であります。信用取引負債については、顧客の売建金額及び証券金融会社から融資されて

いる買建金額であります。証券金融会社から融資されている金額については、極力自己資金との差替え

（自己融資）を実施し、支払利息の削減に努めております。受入保証金については顧客の信用取引や先

物取引に伴い受入れている担保金であります。 

デリバティブ取引については、リスク管理部門の監視のもと、収益確保のため、主に株価指数先物取

引を行っております。 

  

(2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制 

金融資産の主なものは現金・預金、預託金、トレーディング商品、投資有価証券、信用取引資産があ

ります。現金には、紛失・盗難リスクがありますが、顧客との決済を振込みに限定し、必要 小限の残

高にとどめております。預金については、国内預金はペイオフへの対応として当座預金及び普通預金

（決済性預金）のみとしております。外貨預金については、金融機関の信用リスク及び為替変動リスク

がありますが、有価証券の決済資金のみの取引に限定しております。預託金は、その内容が顧客分別金

信託でありますが、信用力の高い金融機関に信託しております。トレーディング商品は、主に国内株式

や国内外の国債等であり、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク等がありま

すが、これらのリスクを自社で設定した限度枠内にとどめることで管理しております。投資有価証券

は、主に国内の上場・非上場の政策投資株式であり、価格変動リスク、信用リスクがありますが、その

運用について経営会議や取締役会において慎重に検討しております。信用取引資産については、顧客に

対する与信金額の貸倒れリスクがありますが、顧客管理に関する社内規則等に基づき、担保を受け入れ

ることによりリスク回避に努めております。 

(金融商品関係)
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金融負債の主なものには借入金、預り金、トレーディング商品、信用取引負債、受入保証金がありま

す。借入金については金利変動リスクがありますが、主に短期の借入れとすることによりリスクを抑制

しております。また、資金調達ができなくなる流動性リスクについては、借入枠の確保や自己融資から

信用取引借入金へ振り向けることにより対応しております。預り金については、リスクはありません。

トレーディング商品は、主に国内株式となっており、価格変動リスクがありますが、市場リスクを自社

で設定した限度枠内にとどめることで管理しております。信用取引負債及び受入保証金については、リ

スクはありません。 

デリバティブ取引については、主に株価指数先物取引と外債の販売に伴う為替予約取引となってお

り、価格変動リスク、為替変動リスク等がありますが、市場リスクを自社で設定した限度枠内にとどめ

ることで管理しております。 

トレーディング商品及びデリバティブ取引については、リスク管理部において日々監視及び検証を行

い、その結果を代表取締役等に報告しております。また、市場リスクの限度枠を必要に応じて四半期ご

とに見直しております。 

  

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

「２ 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、そ

の金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 

  

２ 金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注２)を

参照ください。)。 

  

 
(※)  デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しておりますが、合計で正味の債務となるも

のはありません。 

貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額 
(百万円)

(1)現金・預金 12,442 12,442 ─

(2)預託金 11,000 11,000 ─

(3)商品有価証券等及び投資有価証券 7,001 7,001 ─

①売買目的有価証券 3,539 3,539 ─

②その他有価証券 3,461 3,461 ─

(4)信用取引資産 15,245 15,245 ─

①信用取引貸付金 12,967 12,967 ─

②信用取引借証券担保金 2,278 2,278 ─

(5)募集等払込金 1,136 1,136 ─

資産計 46,826 46,826 ─

(1)短期借入金 3,240 3,240 ─

(2)預り金 14,257 14,257 ─

(3)信用取引負債 2,556 2,556 ─

①信用取引借入金 1,127 1,127 ─

②信用取引貸証券受入金 1,429 1,429 ─

(4)受入保証金 1,284 1,284 ─

負債計 21,338 21,338 ─

デリバティブ取引(※)

①ヘッジ会計が適用されていないもの 1 1 ─

②ヘッジ会計が適用されているもの ─ ─ ─

デリバティブ取引計 1 1 ─
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(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

  

資 産 

(1) 現金・預金、(2) 預託金 

時価は、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

  

(4) 信用取引資産、(5) 募集等払込金 

時価は、短期間で決済されることから、当該帳簿価額によっております。 

  

(3) 商品有価証券及び投資有価証券 

株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は金融機関等が提示している価格によっ

ております。また、投資信託については、公表されている基準価格によっております。また、保有目

的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券及びデリバティブ取引」注記を参照くだ

さい。 

  

負 債 

(1) 短期借入金、(2) 預り金、(3) 信用取引負債、(4) 受入保証金 

時価は、短期間で決済されることから、当該帳簿価額によっております。 

  

デリバティブ取引 

「有価証券及びデリバティブ取引」注記を参照ください。 

  
(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、前表「資産(３)②そ

の他有価証券」には含まれておりません。 

 
(※１) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示 

    の対象とはしておりません。 

(※２) 投資事業有限責任組合は、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので 

    構成されていることから、時価開示の対象とはしておりません。 

  
(注３) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

 
  
(注４) その他の有利子負債の決算日後の返済予定額 

貸借対照表計上額(百万円)

①非上場株式(※１) 528

②投資事業有限責任組合(※２) 186

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

現金・預金 12,442 ─

預託金 11,000 ─

信用取引資産 15,245 ─

募集等払込金 1,136 ─

合計 39,825 ─

１年以内
(百万円)

１年超
(百万円)

短期借入金 3,240 ─

信用取引借入金 1,127 ─

合計 4,367 ─
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前事業年度 

１ トレーディングに係るもの 

① トレーディング商品の時価 
  

 
  

② デリバティブ取引の契約額及び時価 

  

 
(注)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 

① その他有価証券で時価のあるもの 

株式 
  

 
(注) その他有価証券で時価のある株式について786百万円減損処理を行っております。 

   なお減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には、減損処理を 

   行い、30％以上～50％未満下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ 

   た金額について、減損処理を行っております。 

  

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) 
  

 
  

③ 時価評価されていない主な有価証券 
  

 
  

(有価証券及びデリバティブ取引)

種類
前事業年度(平成21年３月31日)

資産(百万円) 負債(百万円)

株券・ワラント 10 10

債券 3,386 ─

受益証券 5 ─

種類

前事業年度(平成21年度３月31日)

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)

為替予約取引 ─ ─ 1 △0

種類

前事業年度(平成21年３月31日)

取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

1,587 2,181 594

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

1,333 1,151 △182

合計 2,920 3,332 411

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

104 23 51

種類
前事業年度(平成21年３月31日)

貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券 946

株式(非上場株式) 691

投資事業有限責任組合への出資 255
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当事業年度 

１ トレーディングに係るもの 

① トレーディング商品の評価差額 
  

 
  

② デリバティブ取引の契約額及び時価 
  

 
(注)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 

① その他有価証券 

株式 
  

 
(注) その他有価証券で時価のある株式について28百万円減損処理を行っております。 

   なお減損処理に当たっては、期末における時価が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には、減損処理を 

   行い、30％以上～50％未満下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ 

   た金額について、減損処理を行っております。 

  

② 当事業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) 

株式 
  

種類
当事業年度(平成22年３月31日)

資産(百万円) 負債(百万円)

債券 79 ─

受益証券 0 ─

種類

当事業年度(平成22年度３月31日)

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)

為替予約取引 4 △0 41 2

種類

当事業年度(平成22年３月31日)

取得原価
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えるもの

1,163 1,988 825

貸借対照表計上額が取得原価を 
超えないもの

1,746 1,472 △274

合計 2,910 3,461 550

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

308 107 7
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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。 

  
  

(持分法投資損益等)
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(税効果会計関係)

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)

 

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

 

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 177百万円

  その他 67

 繰延税金資産小計 245

 評価性引当額 △245

 繰延税金資産合計 ─

(2) 固定資産

 繰延税金資産

  減価償却費 56

  退職給付費用 949

  繰越欠損金 1,593

  未払役員退職慰労金 146

  ゴルフ会員権評価損 33

  金融商品取引責任準備金 50

  投資有価証券評価損 768

  減損損失 370

  その他 7

 繰延税金資産小計 3,975

 評価性引当額 △3,975

 差引 ─

 繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △114

 繰延税金負債小計 △114

 繰延税金資産(負債)の純額 △114

 

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

△1.1

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

1.1

住民税均等割 △0.7

評価性引当額等による影響額 △50.6

その他 △0.0

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

△10.6

 

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

△1.5

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

3.4

住民税均等割 △2.6

評価性引当額等による影響額 △39.9

その他 △0.0

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

0.1
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(退職給付関係)

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)

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。 

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

 

２ 退職給付債務に関する事項(平成22年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △2,495百万円

ロ 年金資産 ─

ハ 未積立退職給付債務 

  (イ＋ロ)
△2,495

ニ 未認識数理計算上の差異 5

ホ 未認識過去勤務債務 155

ヘ 貸借対照表計上額純額 

  (ハ＋ニ＋ホ)
△2,333

ト 前払年金費用 ─

チ 退職給付引当金 

  (ヘ－ト)
△2,333

 

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

 

３ 退職給付費用に関する事項

  (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

イ 勤務費用 120百万円

ロ 利息費用 51

ハ 期待運用収益 ─

ニ 数理計算上の差異の 

  費用処理額
33

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)
343

 

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。)

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株当たり当期純損失金額 

  

(１株当たり情報)

項目
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)

１株当たり純資産額 403円15銭 393円10銭

１株当たり当期純損失金額(△) △51円10銭 △12円19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、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。

 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21年３月31日)
当事業年度末

(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円) 29,905 29,154

普通株式に係る純資産額(百万円) 29,905 29,154

差額の主な内訳(百万円) ― ─

普通株式の発行済株式数(千株） 77,289 77,289

普通株式の自己株式数(千株) 3,109 3,125

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)

74,179 74,163

項目
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)

当期純損失金額(△)(百万円) △3,936 △904

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損失金額(△)(百万円) △3,936 △904

普通株式の期中平均株式数(千株) 77,030 74,171
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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。 

(重要な後発事象)
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(1) 受入手数料 

① 科目別内訳 

(単位：百万円) 

   
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)
前年同期比(%)

委託手数料 4,827 5,494 113.8

 (株券) (4,788) (5,442) 113.7

 (債券) (    1) (    1) 86.0

 (その他) (   37) (   50) 134.6

引受け・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の手数料

7 197 2,739.8

 (株券) (    5) (  195) 3,679.3

 (債券) (    1) (    2) 105.5

募集・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の取扱手数料

915 1,761 192.3

その他の受入手数料 1,435 1,310 91.3

合計 7,185 8,763 122.0

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)
前年同期比(%)

株券 4,820 5,674 117.7

債券 80 17 21.7

受益証券 2,187 3,011 137.7

その他 97 59 61.0

合計 7,185 8,763 122.0

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)
前年同期比(%)

株券等 1,835 1,086 59.2

債券・為替等 573 887 154.7

 (債券等) (   300) (   856) 285.0

 (為替等)  (   273)  (    31) 11.4

合計 2,408 1,974 82.0
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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)
前年同期比(%)

株数 金額 株数 金額 株数 金額

合計 5,163 4,202,995 7,037 3,765,934 136.3 89.6

 (委託) (1,512) (900,085) (2,013) (931,660) (133.1) (103.5)

 (自己) (3,650) (3,302,909) (5,024) (2,834,274) (137.6) (85.8)

委託比率(%) 29.3 21.4 28.6 24.7

─東証シェア(%) 0.47 0.38 0.61 0.47

1株当たり委託手数料 3円16銭 2円70銭

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)
前年同期比(%)

引受高

 株券(株数) 627 84 13.4

 株券(金額) 383 6,232 1,627.1

 債券(額面金額) 470 670 142.6

 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)

23,200 10,800 46.6

募集・売出しの取扱高

 株券(株数) 622 1,091 175.2

 株券(金額) 379 6,596 1,737.1

 債券(額面金額) 5,791 6,304 108.9

 受益証券(金額) 218,501 275,841 126.2

 コマーシャル・ペーパー 
 及び外国証書等(額面金額)

23,200 10,800 46.6

区分
前事業年度末

(平成21年３月31日)
当事業年度末

(平成22年３月31日)

基本的項目(百万円) (A) 29,625 28,531

補完的項目 
(百万円)

その他有価証券 
評価差額金(評価益)等

280 436

金融商品取引責任準備金等 148 124

一般貸倒引当金 ─ ─

計 (B) 428 561

控除資産(百万円) (C) 7,251 6,154

固定化されていない自己資本の額(百万円)
(A)＋(B)－(C)

(D) 22,802 22,938

リスク相当額 
(百万円)

市場リスク相当額 512 520

取引先リスク相当額 234 354

基礎的リスク相当額 3,124 2,805

計 (E) 3,871 3,679

自己資本規制比率(％)  (D)／(E)×100 588.9 623.4

前事業年度末
(平成21年３月31日)

当事業年度末
(平成22年３月31日)

役員 10 9

従業員 733 747
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(7) 損益計算書の四半期推移 

(単位：百万円) 

 
  

  

当第１四半期

(H21.４.１
 H21.６.30)

当第２四半期

(H21.７.１
H21.９.30)

当第３四半期

(H21.10.１
 H21.12.31)

当第４四半期

(H22.１.１
H22.３.31)

当期累計

(H21.４.１
 H22.３.31)

営業収益

 受入手数料 2,514 2,111 1,778 2,358 8,763

 トレーディング損益 500 424 711 338 1,974

 金融収益 114 93 102 84 394

 その他の営業収益 17 17 17 18 71

営業収益計 3,146 2,647 2,610 2,799 11,203

金融費用 46 40 36 34 158

純営業収益 3,100 2,606 2,574 2,764 11,045

販売費・一般管理費

 取引関係費 338 323 324 304 1,292

 人件費 1,700 1,558 1,459 1,542 6,259

 不動産関係費 413 390 382 392 1,579

 事務費 390 359 385 414 1,550

 減価償却費 155 151 154 154 616

 租税公課 74 24 25 24 148

 その他 61 50 61 56 230

 販売費・一般管理費計 3,134 2,858 2,794 2,889 11,677

営業損失(△) △ 34 △252 △ 220 △124 △631

営業外収益 119 47 54 51 272

営業外費用 0 36 0 37 74

経常利益又は経常損失(△) 84 △240 △ 166 △111 △433

特別利益

 金融商品取引責任準備金戻入 24 0 ─ ─ 24

 投資有価証券売却益 16 1 89 ─ 107

 投資有価証券評価損戻入益 ─ ─ 1 ─ ─

 ゴルフ会員権売却益 ─ ─ ─ 0 0

 貸倒引当金戻入額 0 ─ ─ ─ ─

 特別利益計 40 1 91 0 131

特別損失

 投資有価証券売却損 ─ 5 1 ─ 7

 投資有価証券評価損 ─ 1 ─ 28 28

 固定資産売却損 ─ ─ ─ 38 38

 減損損失 ─ ─ 16 473 490

 固定資産廃棄損 6 24 1 5 37

 ゴルフ会員権評価損 ─ 0 0 ─ ─

 特別損失計 6 31 19 547 602

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△)

118 △270 △ 94 △658 △904

法人税、住民税及び事業税 5 5 5 5 23

法人税等調整額 △ 24 ─ ─ ─ △24

法人税等合計 △ 18 5 5 5 △0

当期純利益又は当期純損失(△) 137 △276 △ 100 △664 △904
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