
１【連結財務諸表等】 
（１）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成18年03月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年03月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 ※２  14,284 ※２  10,109

預託金 9,372 7,976

顧客分別金信託 9,200 7,800

その他の預託金 172 176

トレーディング商品 530 470

商品有価証券等 530 470

約定見返勘定 55 1,548

信用取引資産 45,133 33,927

信用取引貸付金 44,905 33,768

信用取引借証券担保金 227 159

有価証券担保貸付金 95 63

借入有価証券担保金 95 63

立替金 164 24

短期差入保証金 0 23

短期貸付金 － 5,000

繰延税金資産 396 190

その他の流動資産 780 751

貸倒引当金 △52 △7

流動資産計 70,760 60,078

固定資産   

有形固定資産 ※１  1,347 ※１  1,871

建物 172 158

器具備品 533 521

土地 642 642

建設仮勘定 － 550

無形固定資産 26 21

電話加入権 26 21

投資その他の資産 13,201 14,615

投資有価証券 ※２  12,141 ※２  13,617

長期貸付金 78 78

長期差入保証金 824 773

長期立替金 741 733

その他 155 152

貸倒引当金 △740 △739

固定資産計 14,575 16,508

資産合計 85,335 76,587



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成18年03月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年03月31日) 

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 67 116

商品有価証券等 67 116

信用取引負債 34,333 28,381

信用取引借入金 ※２  33,733 ※２  27,599

信用取引貸証券受入金 599 781

有価証券担保借入金 30 －

有価証券貸借取引受入金 30 －

預り金 5,588 4,589

顧客からの預り金 4,815 4,042

募集等受入金 0 －

その他の預り金 772 547

受入保証金 4,113 2,784

短期借入金 ※２  2,540 ※２  2,500

未払法人税等 2,251 39

賞与引当金 450 394

役員賞与引当金 － 153

その他の流動負債 440 449

流動負債計 49,815 39,408

固定負債   

繰延税金負債 3,912 4,318

再評価に係る繰延税金負債 104 104

未払役員退職慰労金 239 237

その他の固定負債 88 94

固定負債計 4,346 4,754

特別法上の準備金   

証券取引責任準備金 273 336

特別法上の準備金計 ※７  273 ※７  336

負債合計 54,434 44,499

資本の部   

資本金 ※５  11,069  

資本剰余金 7,463  

利益剰余金 7,051  

土地再評価差額金 ※８  △22  

その他有価証券評価差額金 5,754  

自己株式 ※６  △415  

資本合計 30,900  

負債・資本合計 85,335  



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成18年03月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年03月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金  11,069

資本剰余金  7,461

利益剰余金  7,494

自己株式  △421

株主資本合計  25,605

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  6,504

土地再評価差額金  ※８  △22

評価・換算差額等合計  6,481

純資産合計  32,087

負債純資産合計  76,587



②【連結損益計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成17年04月01日 
至 平成18年03月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

営業収益   

受入手数料 10,495 7,609

委託手数料 7,284 3,942

引受け・売出し手数料 328 218

募集・売出しの取扱手数料 1,566 1,926

その他の受入手数料 1,315 1,522

トレーディング損益 3,205 2,105

金融収益 547 652

営業収益計 14,248 10,368

金融費用 231 278

純営業収益 14,016 10,090

販売費・一般管理費 7,705 7,257

取引関係費 961 928

人件費 ※１  4,870 ※１  4,497

不動産関係費 595 575

事務費 991 980

減価償却費 51 42

租税公課 126 118

その他 109 113

営業利益 6,311 2,833

営業外収益 ※２  131 ※２  208

営業外費用 13 14

経常利益 6,428 3,027

特別利益計 376 123

投資有価証券売却益 242 76

固定資産売却益 ※３  132 －

貸倒引当金戻入額 1 46

特別損失 408 163

訴訟和解金 － 93

ゴルフ会員権評価損 － 8

減損損失 ※４  257 －

固定資産売却損 ※５  0 －

固定資産除却損 ※６  86 －

証券取引責任準備金繰入れ 63 62

税金等調整前当期純利益 6,397 2,986

法人税、住民税及び事業税 2,203 1,133

法人税等調整額 △419 98

税金費用 1,783 1,231

当期純利益 4,613 1,755



③【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

株主資本  

資本金  

資本金期首残高 11,069

資本金期末残高 11,069

資本剰余金  

資本剰余金合計期首残高 7,463

連結会計年度中の変動額  

自己株式の処分 △1

連結会計年度中の変動額合計 △1

資本剰余金合計期末残高 7,461

利益剰余金  

利益剰余金合計期首残高 7,051

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △1,173

役員賞与 (注)  △138

当期純利益 1,755

連結会計年度中の変動額合計 443

利益剰余金合計期末残高 7,494

自己株式  

自己株式期首残高 △415

連結会計年度中の変動額  

自己株式の取得 △9

自己株式の処分 3

連結会計年度中の変動額合計 △5

自己株式期末残高 △421

株主資本合計  

株主資本合計期首残高 25,168

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △1,173

役員賞与 (注)  △138

当期純利益 1,755

自己株式の取得 △9

自己株式の処分 1

連結会計年度中の変動額合計 436

株主資本合計期末残高 25,605



（単位：百万円）

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

評価･換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

その他有価証券評価差額金期首残高 5,754

連結会計年度中の変動額  

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

749

連結会計年度中の変動額合計 749

その他有価証券評価差額金期末残高 6,504

土地再評価差額金  

土地再評価差額金期首残高 △22

土地再評価差額金期末残高 △22

評価･換算差額等合計  

評価・換算差額等合計期首残高 5,732

連結会計年度中の変動額  

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額（純額）

749

連結会計年度中の変動額合計 749

評価・換算差額等合計期末残高 6,481

純資産合計  

純資産合計期首残高 30,900

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △1,173

役員賞与 (注)  △138

当期純利益 1,755

自己株式の取得 △9

自己株式の処分 1

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変
動額（純額）

749

連結会計年度中の変動額合計 1,186

純資産合計期末残高 32,087



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成17年04月01日 
至 平成18年03月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 6,397 2,986

減価償却費 51 42

減損損失 257 －

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △3 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △46

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 153

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） 63 62

投資有価証券売却損益（△は益） △242 △76

固定資産売却損益（△は益） △132 －

固定資産除却損 86 －

ゴルフ会員権評価損 － 8

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △3,700 1,400

トレーディング商品の増減額 138 109

約定見返勘定の増減額（△は増加） 77 △1,493

信用取引資産の増減額（△は増加） △18,441 11,205

信用取引負債の増減額（△は減少） 11,126 △5,951

立替金及び預り金の増減額 1,807 △851

差入保証金の増減額（△は増加） △108 27

受入保証金の増減額（△は減少） 2,298 △1,329

受取利息及び受取配当金 △116 △209

支払利息 35 40

役員賞与の支払額 △105 △138

その他 36 △295

小計 △474 5,640

利息及び配当金の受取額 116 209

利息の支払額 △35 △40

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △116 △3,345

営業活動によるキャッシュ・フロー △510 2,465

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △22 △331

無形固定資産の取得による支出 △26 －

有形固定資産の売却による収入 323 －

投資有価証券の取得による支出 △321 △312

投資有価証券の売却及び償還による収入 295 165

定期預金の払戻による収入 － 40

短期貸付金の増減額（△は増加） 0 △4,998

長期貸付けによる支出 △1 －

長期貸付金の回収による収入 0 0

その他 2 △9



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成17年04月01日 
至 平成18年03月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 250 △5,445

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） 200 △40

自己株式の売却による収入 57 1

自己株式の取得による支出 △457 △9

配当金の支払額 △474 △1,173

財務活動によるキャッシュ・フロー △674 △1,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 1

現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △930 △4,199

現金及び現金同等物の期首残高 14,042 13,111

現金及び現金同等物の期末残高 13,111 8,911



２【財務諸表等】 
（１）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成18年03月31日) 

当事業年度 
(平成19年03月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金・預金 ※２  14,268 ※２  10,103

預託金 9,372 7,976

顧客分別金信託 9,200 7,800

その他の預託金 172 176

トレーディング商品 530 470

商品有価証券等 530 470

約定見返勘定 55 1,548

信用取引資産 45,133 33,927

信用取引貸付金 44,905 33,768

信用取引借証券担保金 227 159

有価証券担保貸付金 95 63

借入有価証券担保金 95 63

立替金 164 24

短期差入保証金 0 23

短期貸付金 2 5,000

前払金 11 －

前払費用 14 16

未収入金 21 97

未収収益 698 606

繰延税金資産 396 190

貸倒引当金 △52 △7

流動資産計 70,712 60,041

固定資産   

有形固定資産 ※１  1,195 ※１  1,727

建物 111 100

器具備品 520 513

土地 563 563

建設仮勘定 － 550

無形固定資産 26 21

その他 26 21

投資その他の資産 13,326 14,709

投資有価証券 ※２  12,141 ※２  13,617

関係会社株式 10 10

出資金 1 1

長期貸付金 78 78

関係会社長期貸付金 114 83

長期差入保証金 824 773

長期前払費用 8 12



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成18年03月31日) 

当事業年度 
(平成19年03月31日) 

長期立替金 741 733

その他 146 138

貸倒引当金 △740 △739

固定資産計 14,547 16,457

資産合計 85,260 76,499

負債の部   

流動負債   

トレーディング商品 67 116

商品有価証券等 67 116

信用取引負債 34,333 28,381

信用取引借入金 ※２  33,733 ※２  27,599

信用取引貸証券受入金 599 781

有価証券担保借入金 30 －

有価証券貸借取引受入金 30 －

預り金 5,588 4,589

顧客からの預り金 4,815 4,042

募集等受入金 0 －

その他の預り金 772 547

受入保証金 4,113 2,784

短期借入金 ※２  2,540 ※２  2,500

未払金 186 240

未払費用 250 209

未払法人税等 ※５  2,250 ※５  35

賞与引当金 450 393

役員賞与引当金 － 153

流動負債計 49,809 39,403

固定負債   

繰延税金負債 3,913 4,318

再評価に係る繰延税金負債 104 104

未払役員退職慰労金 239 237

その他の固定負債 ※６  86 ※６  92

固定負債計 4,344 4,753

特別法上の準備金   

証券取引責任準備金 273 336

特別法上の準備金計 ※７  273 ※７  336

負債合計 54,428 44,493



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成18年03月31日) 

当事業年度 
(平成19年03月31日) 

資本の部   

資本金 ※８  11,069  

資本剰余金   

資本準備金 5,510  

その他資本剰余金   

資本準備金減少差益 1,953  

自己株式処分差益 －  

その他資本剰余金合計 1,953  

資本剰余金合計 7,463  

利益剰余金   

任意積立金   

別途積立金 2,500  

任意積立金計 2,500  

当期未処分利益 4,482  

利益剰余金合計 6,982  

土地再評価差額金 ※11  △22  

その他有価証券評価差額金 5,754  

自己株式 ※９  △415  

資本合計 30,832  

負債・資本合計 85,260  

純資産の部   

株主資本   

資本金  11,069

資本剰余金   

資本準備金  5,510

その他資本剰余金  1,951

資本剰余金合計  7,461

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金  2,500

繰越利益剰余金  4,913

利益剰余金合計  7,413

自己株式  △421

株主資本合計  25,524

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  6,504

土地再評価差額金  ※11  △22

評価・換算差額等合計  6,481

純資産合計  32,006

負債純資産合計  76,499



②【損益計算書】 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成17年04月01日 
至 平成18年03月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

営業収益   

受入手数料 10,487 7,602

委託手数料 7,284 3,942

引受け・売出し手数料 328 218

募集・売出しの取扱手数料 1,566 1,926

その他の受入手数料 1,308 1,514

トレーディング損益 ※１  3,205 ※１  2,105

金融収益 ※２  547 ※２  652

営業収益計 14,240 10,360

金融費用 ※３  231 ※３  278

純営業収益 14,009 10,082

販売費・一般管理費 7,711 7,270

取引関係費 ※４  957 ※４  923

人件費 ※５  4,858 ※５  4,478

不動産関係費 ※６  602 ※６  576

事務費 ※７  1,027 ※７  1,028

減価償却費 ※８  34 ※８  35

租税公課 ※９  122 ※９  115

その他 ※10  108 ※10  113

営業利益 6,297 2,811

営業外収益 ※11  139 ※11  212

営業外費用 14 13

経常利益 6,422 3,011

特別利益計 377 123

投資有価証券売却益 242 76

固定資産売却益 ※12  132 －

貸倒引当金戻入額 2 46

特別損失 353 163

訴訟和解金 － 93

ゴルフ会員権評価損 － 8

減損損失 ※13  68 －

関係会社株式評価損 220 －

固定資産売却損 ※14  0 －

証券取引責任準備金繰入れ 63 62

税引前当期純利益 6,445 2,970

法人税、住民税及び事業税 2,202 1,129

法人税等調整額 △419 98

税金費用 1,783 1,227

当期純利益 4,662 1,742

前期繰越利益 729 －



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成17年04月01日 
至 平成18年03月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

土地再評価差額金取崩額 △909 －

当期未処分利益 4,482 －



③【株主資本等変動計算書】 

（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

株主資本  

資本金  

資本金期首残高 11,069

資本金期末残高 11,069

資本剰余金  

資本準備金  

資本準備金期首残高 5,510

資本準備金期末残高 5,510

その他資本剰余金  

その他資本剰余金期首残高 1,953

事業年度中の変動額  

自己株式の処分 △1

事業年度中の変動額合計 △1

その他資本剰余金期末残高 1,951

資本剰余金合計  

資本剰余金合計期首残高 7,463

事業年度中の変動額  

自己株式の処分 △1

事業年度中の変動額合計 △1

資本剰余金合計期末残高 7,461

利益剰余金  

その他利益剰余金  

別途積立金  

別途積立金期首残高 2,500

別途積立金期末残高 2,500

繰越利益剰余金  

繰越利益剰余金期首残高 4,482

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △1,173

役員賞与 (注)  △138

当期純利益 1,742

事業年度中の変動額合計 431

繰越利益剰余金期末残高 4,913

利益剰余金合計  

利益剰余金合計期首残高 6,982

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △1,173

役員賞与 (注)  △138

当期純利益 1,742

事業年度中の変動額合計 431



（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

利益剰余金合計期末残高 7,413

自己株式  

自己株式期首残高 △415

事業年度中の変動額  

自己株式の取得 △9

自己株式の処分 3

事業年度中の変動額合計 △5

自己株式期末残高 △421

株主資本合計  

株主資本合計期首残高 25,100

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △1,173

役員賞与 (注)  △138

当期純利益 1,742

自己株式の取得 △9

自己株式の処分 1

事業年度中の変動額合計 423

株主資本合計期末残高 25,524

評価･換算差額等  

その他有価証券評価差額金  

その他有価証券評価差額金期首残高 5,754

事業年度中の変動額  

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

749

事業年度中の変動額合計 749

その他有価証券評価差額金期末残高 6,504

土地再評価差額金  

土地再評価差額金期首残高 △22

土地再評価差額金期末残高 △22

評価･換算差額等合計  

評価・換算差額等合計期首残高 5,732

事業年度中の変動額  

株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

749

事業年度中の変動額合計 749

評価・換算差額等合計期末残高 6,481



（単位：百万円）

当事業年度 
(自 平成18年04月01日 
至 平成19年03月31日) 

純資産合計  

純資産合計期首残高 30,832

事業年度中の変動額  

剰余金の配当 (注)  △1,173

役員賞与 (注)  △138

当期純利益 1,742

自己株式の取得 △9

自己株式の処分 1

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額
（純額）

749

事業年度中の変動額合計 1,173

純資産合計期末残高 32,006
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