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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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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期の業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（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 ％

24年３月期 10,993 (  2.4) 10,884 (  2.5) 12 (─) 285 (─) 136 (─)

23年３月期 10,739 (△4.1) 10,617 (△3.9) △845 (─) △487 (─) △725 (─)

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 ％ ％ ％

24年３月期 1 84 ─ ─ 0.5 0.6 0.1

23年３月期 △9 79 ─ ─ △2.6 △1.0 △7.9

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 ―百万円 23年３月期 ―百万円

（２）財政状態

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 ％

24年３月期 45,958 28,162 61.3 379 81 652.7

23年３月期 46,106 27,724 60.1 373 87 634.0

(参考) 自己資本 24年３月期 28,162百万円 23年３月期 27,724百万円

（３）キャッシュ・フローの状況
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

24年３月期 △965 139 △497 9,071

23年３月期 △1,697 △159 △187 10,396

２．配当の状況

年間配当金
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 ％ ％

23年３月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 3 00 3 00 222 ─ 0.8

24年３月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 2 50 2 50 185 135.5 0.7

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）



  

 
  

 
  

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

  

(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。 

 「３．平成25年３月期の業績予想(平成24年４月１日～平成25年３月31日)」に記載のとおり、業績予

想が困難であることから、平成25年３月期の配当予想額は未定であります。なお、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。 

※ 注記事項
（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有 ・ 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 有 ・ 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有 ・ 無

 ④ 修正再表示 ： 有 ・ 無

（２）発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期 77,289,033株 23年３月期 77,289,033株

② 期末自己株式数 24年３月期 3,141,760株 23年３月期 3,133,354株

③ 期中平均株式数 24年３月期 74,152,108株 23年３月期 74,158,853株

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当事業年度のわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による甚大な被害と東
京電力福島第一原子力発電所の事故処理の遅れなどから、国内製造業の生産活動は大きく落ち込
み、期初の景況感は一時的に大きく悪化しました。しかしその後、サプライチェーン（供給連
鎖）の復旧に伴い生産活動は予想以上のペースで正常化し、８月の鉱工業生産指数は震災前の平
成23年２月の約96％の水準まで回復しました。しかし９月以降は、タイの洪水被害や対ドル・ユ
ーロでの記録的な円高などにより生産活動は伸び悩みました。更に欧州債務危機の影響に加え、
原油高などによる輸入額の増加が響き、平成23年度の貿易収支は昭和54年度以降で 大の４兆
4,101億円の赤字となりました。 
当事業年度の国内株式市場は、日経平均株価が9,757円28銭でスタートし、決算発表の本格化

に伴い好業績銘柄が買われ、５月２日の取引時間中に10,017円47銭まで上昇しました。しかしな
がら、米国の景気鈍化懸念やギリシャの債務不履行懸念、新興国におけるインフレ懸念などから
６月17日の取引時間中に9,318円62銭まで約７％下落しました。その後、ギリシャ議会で財政再
建計画が可決されたこともあり、７月８日の取引時間中に10,207円91銭まで上昇しましたが、対
ドル・ユーロでの円高進行と世界的なリスク回避志向の高まりに伴い、11月25日の取引時間中に
8,135円79銭まで約20％下落しました。しかし、11月30日に日米欧の主要中央銀行が、市場への
ドル資金供給の協調対応策で合意した事を皮切りに、ＥＣＢ(欧州中央銀行)が、銀行に対する固
定金利・無制限供給方式での資金供給オぺを実施したことが好感され、世界の株式市場は戻りを
見せ始めました。国内においても平成24年２月14日に日銀が追加の緩和策を発表したことから、
国内株式市場にも海外の投資家と見られる資金が流入し、当事業年度末の日経平均株価は10,083
円56銭で取引を終えました。 
このような状況のもと、当事業年度の業績は、営業収益が109億93百万円(前期比 102.4％)、

営業収益より金融費用を控除した純営業収益は108億84百万円(同 102.5％)となりました。ま
た、販売費・一般管理費は108億72百万円(同 94.8％)となり、その結果、営業利益は12百万円
(前事業年度実績 営業損失８億45百万円)、経常利益は２億85百万円(前事業年度実績 経常損失
４億87百万円)、当期純利益は１億36百万円(前事業年度実績 当期純損失７億25百万円)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、79億66百万円(前期比 95.8％)となりました。 
  

イ 委託手数料       
「委託手数料」は、37億97百万円(同 82.1％)となりました。これは、株券委託売買金額

が6,248億円(同 78.4％)と減少したことにより、株式の委託手数料が37億70百万円(同 
81.9％)となったことによるものです。なお、債券の委託手数料は０百万円(同 65.4％)、
その他の委託手数料は27百万円(同 131.4％)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、17百万円(同 116.5％)
となりました。これは、主に株券が14百万円(同 112.1%)となったことによるものでありま
す。 

  
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、26億29百万円(同 119.6％)となりました。これは、リートや新興国の
ソブリン債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ありま
す。また、「その他の受入手数料」は、ファンドラップ業務に係る報酬の増加等により、
15億20百万円(同 103.0％)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、株券等が５億90百万円(前期比 72.7％)、債券・為
替等が外債等の販売増により20億97百万円(同 175.6％)となり、合計で26億87百万円(同 
134.0％)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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③ 金融収支 

当事業年度の金融収益は、信用取引収益や受取配当金の減少等により２億71百万円(前期
比 77.1％)、金融費用は信用取引費用や支払利息の減少等により１億８百万円(同 89.3％)
で差引収支は１億62百万円(同 70.6％)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、人件費や不動産関係費が減少したことなどによ
り、108億72百万円(前期比 94.8％)となりました。 

  
⑤ 特別損益 

当事業年度の特別利益は、投資有価証券売却益１億60百万円(前事業年度実績 －百万
円)、災害損失引当金戻入額72百万円(同 －百万円)等となりました。また、特別損失は、
投資有価証券評価損２億25百万円(同 －百万円)、減損損失98百万円(同 51百万円)、固定
資産廃棄損45百万円(同 ６百万円)、投資有価証券売却損９百万円(同 －百万円)となり、
差引１億46百万円の損失(同 １億48百万円の損失)となりました。 

  
＜次期の見通し＞ 

 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 流動資産 
当事業年度の流動資産は、前事業年度に比べ３億27百万円増加し、369億４百万円となり

ました。これは、現金・預金が13億25百万円、預託金が５億99百万円減少する一方、募集
等払込金が21億５百万円、未収収益が99百万円増加したことなどによるものです。 

  
② 固定資産 

当事業年度の固定資産は、前事業年度に比べ４億74百万円減少し、90億54百万円となり
ました。これは、有形固定資産が２億39百万円、無形固定資産が１億59百万円、長期差入
保証金が１億22百万円減少したことなどによるものです。 

  
③ 流動負債 

当事業年度の流動負債は、前事業年度に比べ７億６百万円減少し、143億39百万円となり
ました。これは、信用取引負債が６億28百万円増加する一方、預り金が６億１百万円、短
期借入金が２億70百万円、受入保証金が２億15百万円、災害損失引当金が１億63百万円減
少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 

当事業年度の固定負債及び特別法上の準備金は、前事業年度に比べ１億21百万円増加
し、34億57百万円となりました。これは、退職給付引当金が79百万円、繰延税金負債が32
百万円増加したことなどによるものです。 

  
⑤ 純資産 

当事業年度の純資産は、前事業年度に比べ４億37百万円増加し、281億62百万円となりま
した。これは、剰余金の配当で２億22百万円減少する一方、その他有価証券評価差額金で
５億24百万円、当期純利益で１億36百万円増加したことなどによるものです。 

  

（２）財政状態に関する分析
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⑥ 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の期末残高」は、前事業年度に比べ13億25百
万円減少し、90億71百万円となりました。 

  
(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９億65百万円の減少とな
りました。これは「顧客分別金信託の増減額」で６億円、「信用取引資産及び信用取引負
債の増減額」で５億36百万円増加する一方、「募集等払込金の増減額」で21億５百万円減
少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」16億97百万円の減少と比較すると７億32百万円の増加となっております。 

  
(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１億39百万円の増加とな
りました。これは「有形固定資産の取得による支出」で２億68百万円減少する一方、「投
資有価証券の売却による収入」で３億84百万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「投資活動によるキャッシュ・フロー」１億59百万円の減少と比較
すると２億99百万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４億97百万円の減少とな
りました。これは「短期借入金の純増減額」で２億70百万円、「配当金の支払額」で２億
24百万円減少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「財務活動によ
るキャッシュ・フロー」１億87百万円の減少と比較すると３億10百万円の減少となってお
ります。 
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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24年度の経営方針は次のとおりであります。 

  
＜平成24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。 

  
○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。 

  

２．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。 

 
  
期末実績は以下のようになっております。 

 
※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、「第二次中期経営計画（平成22年4月～平成25年3月）」を引き続き推進し、バラン
スの取れた構成の預り資産増大と有残口座数の増加を図り、収益構造の改善と生産性の向上に
よる安定的な経営基盤の構築を進めることが重要な経営課題であると認識しております。 
当社を取巻く環境は、変化が激しく不透明な要因も少なくありませんが、今期を 終年度と

する第二次中期経営計画について、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、経営課題に対処してまいります。 

（２）目標とする経営指標

項目 中期経営計画(平成25年３月)

預り資産純増額 2,500億円

有残口座数純増数 16,500口座

販管費カバー率(期中平均) 40％

項目 平成22年３月末実績 平成23年３月末実績 平成24年３月末実績

預り資産 8,984億円 8,786億円 8,460億円

有残口座数 141,368口座 141,030口座 141,098口座

販管費カバー率（期中平均） 28％ 32％ 35％

（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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３．財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金 10,396 9,071

預託金 9,200 8,600

トレーディング商品 3,226 3,217

商品有価証券等 3,226 3,217

信用取引資産 12,267 12,360

信用取引貸付金 11,512 10,566

信用取引借証券担保金 754 1,793

立替金 2 1

募集等払込金 1,009 3,115

短期貸付金 21 30

前払費用 57 50

未収入金 41 0

未収還付法人税等 12 13

未収収益 331 430

その他の流動資産 10 12

流動資産計 36,577 36,904

固定資産

有形固定資産 4,130 3,891

建物 2,356 2,203

構築物（純額） 14 19

器具備品 376 282

土地 1,382 1,382

リース資産（純額） 1 4

無形固定資産 461 302

借地権 12 12

電話加入権 51 51

ソフトウエア 397 238

投資その他の資産 4,936 4,860

投資有価証券 3,704 3,795

出資金 5 5

従業員に対する長期貸付金 58 41

長期差入保証金 880 758

長期前払費用 3 0

保険積立金 271 248

その他 29 27

貸倒引当金 △18 △18

固定資産計 9,528 9,054

資産合計 46,106 45,958
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当事業年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 9 －

商品有価証券等 9 －

約定見返勘定 22 14

信用取引負債 985 1,614

信用取引借入金 208 404

信用取引貸証券受入金 777 1,210

預り金 8,242 7,640

顧客からの預り金 7,484 7,162

その他の預り金 757 478

受入保証金 1,348 1,132

短期借入金 3,240 2,970

前受収益 2 3

リース債務 0 1

未払金 86 33

未払費用 422 434

未払法人税等 51 58

賞与引当金 469 432

災害損失引当金 163 －

その他の流動負債 2 4

流動負債計 15,046 14,339

固定負債

長期未払金 357 354

リース債務 0 2

繰延税金負債 96 128

退職給付引当金 2,450 2,530

資産除去債務 306 307

その他の固定負債 50 58

固定負債計 3,260 3,382

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 74 74

特別法上の準備金計 74 74

負債合計 18,381 17,796

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 7,904 7,818

別途積立金 8,247 7,247

繰越利益剰余金 △342 571

利益剰余金合計 7,904 7,818

自己株式 △1,009 △1,010

株主資本合計 27,804 27,718

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △80 443

評価・換算差額等合計 △80 443

純資産合計 27,724 28,162

負債・純資産合計 46,106 45,958
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（２）損益計算書
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業収益

受入手数料 8,314 7,966

委託手数料 4,624 3,797

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

15 17

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

2,198 2,629

その他の受入手数料 1,476 1,520

トレーディング損益 2,006 2,687

金融収益 351 271

その他の営業収益 67 68

営業収益計 10,739 10,993

金融費用 121 108

純営業収益 10,617 10,884

販売費・一般管理費

取引関係費 1,186 1,196

人件費 6,382 5,914

不動産関係費 1,469 1,405

事務費 1,499 1,471

減価償却費 501 486

租税公課 143 134

その他 280 263

販売費・一般管理費計 11,463 10,872

営業利益又は営業損失（△） △845 12

営業外収益

受取配当金 83 103

雑収入 318 180

営業外収益計 401 283

営業外費用

雑損失 44 10

営業外費用計 44 10

経常利益又は経常損失（△） △487 285

特別利益

災害損失引当金戻入額 － 72

金融商品取引責任準備金戻入 49 0

投資有価証券売却益 － 160

投資有価証券受贈益 105 －

貸倒引当金戻入額 0 －

移転補償金 78 －

資産除去債務戻入額 6 －

特別利益計 239 233

特別損失

災害損失引当金繰入額 163 －

投資有価証券売却損 － 9

投資有価証券評価損 － 225

固定資産売却損 36 －

減損損失 51 98

固定資産廃棄損 6 45

ゴルフ会員権償還損 5 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 123 －

その他 1 －

特別損失計 387 379

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △636 139
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

法人税、住民税及び事業税 23 23

法人税等調整額 65 △21

法人税等合計 89 2

当期純利益又は当期純損失（△） △725 136
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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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 4,342 4,342

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 4,342 4,342

資本剰余金合計

当期首残高 8,637 8,637

当期変動額

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △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

当期首残高 11,247 8,247

当期変動額

別途積立金の取崩 △3,000 △1,000

当期変動額合計 △3,000 △1,000

当期末残高 8,247 7,247

繰越利益剰余金

当期首残高 △2,431 △342

当期変動額

別途積立金の取崩 3,000 1,000

剰余金の配当 △185 △222

当期純利益又は当期純損失（△） △725 136

当期変動額合計 2,088 914

当期末残高 △342 571

利益剰余金合計

当期首残高 8,815 7,904

当期変動額

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △185 △222

当期純利益又は当期純損失（△） △725 136

当期変動額合計 △911 △85

当期末残高 7,904 7,818
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

自己株式

当期首残高 △1,008 △1,009

当期変動額

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △1,009 △1,010

株主資本合計

当期首残高 28,717 27,804

当期変動額

剰余金の配当 △185 △222

当期純利益又は当期純損失（△） △725 136

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △912 △86

当期末残高 27,804 27,718

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 436 △80

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△516 524

当期変動額合計 △516 524

当期末残高 △80 443

評価・換算差額等合計

当期首残高 436 △80

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△516 524

当期変動額合計 △516 524

当期末残高 △80 443

純資産合計

当期首残高 29,154 27,724

当期変動額

剰余金の配当 △185 △222

当期純利益又は当期純損失（△） △725 136

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △516 524

当期変動額合計 △1,429 437

当期末残高 27,724 28,162
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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22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24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（△） △636 139

減価償却費 501 486

減損損失 51 98

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 116 79

賞与引当金の増減額（△は減少） 32 △37

災害損失引当金の増減額（△は減少） 163 △163

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △49 △0

固定資産売却損益（△は益） 36 －

固定資産廃棄損 6 45

ゴルフ会員権償還損 5 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 123 －

資産除去債務戻入額 △6 －

投資有価証券受贈益 △105 －

移転補償金 △78 －

受取利息及び受取配当金 △450 △394

支払利息 121 108

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 74

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 1,800 600

トレーディング商品の増減額 571 △8

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 1,407 536

募集等払込金の増減額（△は増加） 127 △2,105

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △5,951 △817

その他の資産・負債の増減額 106 128

小計 △2,106 △1,227

利息及び配当金の受取額 467 396

利息の支払額 △120 △108

移転補償金の受取額 78 －

法人税等の支払額 △37 △38

法人税等の還付額 22 12

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,697 △965

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 △67 －

投資有価証券の売却による収入 3 384

有形固定資産の取得による支出 △147 △268

有形固定資産の売却による収入 43 －

無形固定資産の取得による支出 △3 △11

貸付けによる支出 △6 △13

貸付金の回収による収入 18 22

その他 － 26

投資活動によるキャッシュ・フロー △159 139

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） － △270

自己株式の処分による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △185 △224

その他 △1 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △187 △497
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,045 △1,325

現金及び現金同等物の期首残高 12,442 10,396

現金及び現金同等物の期末残高 10,396 9,071
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該当事項はありません。 

  

(追加情報) 
当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬
の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用して
おります。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針の変更
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有形固定資産より控除した減価償却累計額 

 
  

１ 固定資産売却損の内訳 

 
２ 固定資産廃棄損の内訳 

 
３ 減損損失 

     前事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 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。 

 
当社は、営業店舗については各営業店舗ごとに、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。 
当該営業店舗については、営業活動から生じる損益が悪化していることから、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額36百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー見

込がマイナスであるため零としております。 
当該遊休資産については、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、当該減少額15百万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。 

  

（７）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23年３月31日)

当事業年度 
(平成24年３月31日)

建物 2,953百万円 3,108百万円

構築物(純額) 101 101

器具備品 1,238 1,151

リース資産(純額) 1 3

計 4,295 4,363

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物 17百万円 ―百万円

土地 6 ―

その他 12 ―

     計 36 ―

前事業年度
(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

建物 2百万円 1百万円

構築物(純額) 0 0

器具備品 3 42

ソフトウエア 0 0

リース資産(純額) 0 ―

    計 6 45

場所 用途 種類

茨城県守谷市 営業店舗 建物及び器具備品

埼玉県熊谷市 営業店舗 建物及び器具備品

千葉県千葉市 営業店舗 建物及び器具備品

茨城県稲敷市 遊休資産 土地
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     当事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 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。 

 
当社は、営業店舗については各営業店舗ごとにグルーピングを行っております。 
当該営業店舗については、営業活動から生じる損益が悪化していることから、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額98百万円を減損損失として特別損失に計上しております。 
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー見

込がマイナスであるため零としております。 

  

４ 災害損失引当金繰入額 

     前事業年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 東日本大震災により被災した支店の建物等の原状回復見込費用163百万円であります。 

     当事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 該当事項はありません。 

場所 用途 種類

茨城県つくば市 営業店舗 建物及び器具備品

茨城県取手市 営業店舗 建物、構築物及び器具備品

茨城県ひたちなか市 営業店舗 建物及び器具備品

茨城県筑西市 営業店舗 建物及び器具備品

栃木県足利市 営業店舗 建物、構築物及び器具備品

埼玉県草加市 営業店舗 建物、構築物及び器具備品

千葉県柏市 営業店舗 建物及び器具備品

千葉県香取市 営業店舗 建物及び器具備品

神奈川県横浜市 営業店舗 建物、構築物及び器具備品
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前事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     9,955株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少    1,690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 

 
(注) １株当たり配当額３円のうち0.5円は創業90周年記念配当であります。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 77,289,033 ─ ─ 77,289,033

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 3,125,089 9,955 1,690 3,133,354

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22年６月25日
定時株主総会

普通株式 185 2.5 平成22年３月31日 平成22年６月28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23年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 222 3.0 平成23年３月31日 平成23年６月27日
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当事業年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     8,406株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少       ―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３円のうち0.5円は創業90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 

 
  

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 77,289,033 ─ ─ 77,289,033

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 3,133,354 8,406 ― 3,141,760

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23年６月24日
定時株主総会

普通株式 222 3.0 平成23年３月31日 平成23年６月27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24年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 185 2.5 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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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。 

  

前事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１  サービスごとの情報 

 
  

２  地域ごとの情報 

当社は、本邦における営業収益が90％を超え、また、本邦における有形固定資産の金額が90％を超えて

いることから、当該情報の記載を省略しております。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

当社は、営業収益の10％を占める特定の顧客への取引はありませんので、当該情報の記載は省略してお

ります。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(関連情報)

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)

委託手数料 4,603 0 20 ― 4,624

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

12 2 ― ― 15

募集・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の取扱手数料

6 10 2,181 ― 2,198

その他の受入手数料 33 1 1,424 17 1,476

計 4,656 14 3,626 17 8,314
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当事業年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１  サービスごとの情報 

 
  

２  地域ごとの情報 

当社は、本邦における営業収益が90％を超え、また、本邦における有形固定資産の金額が90％を超えて

いることから、当該情報の記載を省略しております。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

当社は、営業収益の10％を占める特定の顧客への取引はありませんので、当該情報の記載は省略してお

ります。 

  

前事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  
当事業年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

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)

委託手数料 3,770 0 27 ― 3,797

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

14 3 ― ― 17

募集・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の取扱手数料

― 14 2,614 ― 2,629

その他の受入手数料 37 1 1,473 8 1,520

計 3,822 19 4,115 8 7,966

(持分法投資損益等)
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１株当たり純資産額及び算定上の基礎、１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)及び算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

 
(注)  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。 

  

 該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(平成23年３月31日)
当事業年度

(平成24年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 373円87銭 379円81銭

  (算定上の基礎)

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円) 27,724 28,162

普通株式に係る純資産額(百万円) 27,724 28,162

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) 3,133 3,141

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)

74,155 74,147

項目
前事業年度

(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額又は 
  当期純損失金額(△)

△9円79銭 1円84銭

  (算定上の基礎)

損益計算書上の当期純利益金額又は
当期純損失金額(△)(百万円)

△725 136

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)

△725 136

普通株式の期中平均株式数(千株) 74,158 74,152

(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) 

 

４．その他

前事業年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)
前年同期比(%)

委託手数料 4,624 3,797 82.1

 (株券) (4,603) (3,770) 81.9

 (債券) (    0) (    0) 65.4

 (その他) (   20) (   27) 131.4

引受け・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の手数料

15 17 116.5

 (株券) (   12) (   14) 112.1

 (債券) (    2) (    3) 139.5

募集・売出し・特定投資家向け 
売付け勧誘等の取扱手数料

2,198 2,629 119.6

その他の受入手数料 1,476 1,520 103.0

合計 8,314 7,966 95.8

前事業年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)
前年同期比(%)

株券 4,656 3,822 82.1

債券 14 19 140.3

受益証券 3,626 4,115 113.5

その他 17 8 49.7

合計 8,314 7,966 95.8

前事業年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)
前年同期比(%)

株券等 811 590 72.7

債券・為替等 1,194 2,097 175.6

 (債券等) (1,192) (2,323) 194.9

 (為替等)  (    2)  (△226) ―

合計 2,006 2,687 134.0
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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、売出高及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22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)
前年同期比(%)

株数 金額 株数 金額 株数 金額

合計 4,216 2,246,045 3,394 1,613,398 80.5 71.8

 (委託) (1,922) (796,909) (1,950) (624,865) (101.5) (78.4)

 (自己) (2,293) (1,449,136) (1,444) (988,532) (63.0) (68.2)

委託比率(%) 45.6 35.5 57.5 38.7

─東証シェア(%) 0.37 0.27 0.30 0.23

1株当たり委託手数料 2円39銭 1円93銭

前事業年度
(自 平成22年４月１日

 至 平成23年３月31日)

当事業年度
(自 平成23年４月１日

 至 平成24年３月31日)
前年同期比(%)

引受高

 株券(株数) 849 874 102.9

 株券(金額) 421 417 99.2

 債券(額面金額) 920 1,170 127.2

 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)

17,500 5,600 32.0

募集・売出しの取扱高

 株券(株数) 2,868 873 30.4

 株券(金額) 702 384 54.8

 債券(額面金額) 5,081 5,958 117.2

 受益証券(金額) 327,152 350,235 107.1

 コマーシャル・ペーパー 
 及び外国証書等(額面金額)

17,500 5,600 32.0

区分
前事業年度末

(平成23年３月31日)
当事業年度末

(平成24年３月31日)

基本的項目(百万円) (A) 27,502 27,532

補完的項目 
(百万円)

その他有価証券 
評価差額金(評価益)等

― 443

金融商品取引責任準備金等 74 74

一般貸倒引当金 ─ ─

計 (B) 74 518

控除資産(百万円) (C) 5,775 5,199

固定化されていない自己資本の額(百万円)
(A)＋(B)－(C)

(D) 21,801 22,851

リスク相当額 
(百万円)

市場リスク相当額 424 535

取引先リスク相当額 281 308

基礎的リスク相当額 2,732 2,657

計 (E) 3,438 3,501

自己資本規制比率(％)  (D)／(E)×100 634.0 652.7

前事業年度末
(平成23年３月31日)

当事業年度末
(平成24年３月31日)

役員 10 10

従業員 751 725
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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

(H23.４.１
 H23.６.30)

当第２四半期

(H23.７.１
H23.９.30)

当第３四半期

(H23.10.１
 H23.12.31)

当第４四半期

(H24.１.１
H24.３.31)

当期累計

(H23.４.１
 H24.３.31)

営業収益

 受入手数料 2,143 1,829 1,597 2,395 7,966

 トレーディング損益 198 369 990 1,130 2,687

 金融収益 67 63 78 60 271

 その他の営業収益 13 15 19 19 68

営業収益計 2,422 2,278 2,686 3,606 10,993

金融費用 23 27 25 30 108

純営業収益 2,398 2,250 2,660 3,575 10,884

販売費・一般管理費

 取引関係費 304 294 279 317 1,196

 人件費 1,431 1,401 1,482 1,599 5,914

 不動産関係費 384 358 336 325 1,405

 事務費 388 345 346 391 1,471

 減価償却費 116 117 124 127 486

 租税公課 53 26 23 30 134

 その他 105 65 41 51 263

 販売費・一般管理費計 2,784 2,608 2,635 2,842 10,872

営業利益又は営業損失(△) △386 △358 24 732 12

営業外収益 117 49 71 44 283

営業外費用 0 9 0 0 10

経常利益又は経常損失(△) △268 △318 96 776 285

特別利益

 金融商品取引責任準備金戻入 0 ― ― ― 0

 災害損失引当金戻入額 ― ― ― 72 72

  投資有価証券売却益 154 5 ─ 0 160

 特別利益計 154 5 ― 73 233

特別損失

投資有価証券売却損 0 9 ― ― 9

 投資有価証券評価損 117 129 28 △50 225

 減損損失 51 ─ ─ 47 98

 固定資産廃棄損 7 34 0 2 45

 特別損失計 176 174 28 △0 379

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△)

△291 △486 67 849 139

法人税、住民税及び事業税 5 5 5 5 23

法人税等調整額 △7 △0 △7 △5 △21

法人税等合計 △1 5 △1 0 2

当期純利益又は 
当期純損失(△)

△289 △492 68 849 136
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