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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。 

回次 第84期中 第85期中 第86期中 第84期 第85期 

会計期間 

自平成15年 
４月１日 
至平成15年 
９月30日 

自平成16年 
４月１日 
至平成16年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 
至平成17年 
９月30日 

自平成15年 
４月１日 

至平成16年 
３月31日 

自平成16年 
４月１日 

至平成17年 
３月31日 

営業収益 

（うち受入手数料） 
（百万円） 

7,958 

(5,061) 

8,603 

(5,688) 

9,098 

(6,082) 

16,576 

(10,909) 

16,518 

(11,237) 

純営業収益 （百万円） 7,798 8,391 8,855 16,269 16,125 

経常利益 （百万円） 2,246 2,147 2,372 4,595 3,604 

中間（当期）純利益 （百万円） 2,226 2,516 1,451 4,020 3,342 

持分法を適用した場合の

投資利益又は投資損失

（△） 

（百万円） △1,400 153 153 △1,207 327 

資本金 （百万円） 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

発行済株式総数 （千株） 44,525 44,525 44,525 44,525 44,525 

純資産額 （百万円） 35,934 40,346 44,491 38,729 42,015 

総資産額 （百万円） 90,548 104,162 120,219 97,572 111,721 

１株当たり純資産額 （円） 834.68 937.23 1,033.55 898.94 975.27 

１株当たり中間（当期）

純利益 
（円） 51.71 58.45 33.71 92.67 76.92 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益 
（円） － － － － － 

１株当たり中間（年間）

配当額 
（円） － － － 12.00 12.50 

自己資本比率 （％） 39.7 38.7 37.0 39.7 37.6 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） 6,049 △453 6,073 8,216 401 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） △1,076 △575 △1,043 △569 △4,076 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
（百万円） △641 △616 △538 △642 △616 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
（百万円） 8,436 9,465 11,311 11,110 6,819 

自己資本規制比率 （％） 542.8 507.5 466.6 553.6 474.6 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者

数） 

（人） 
425 

(93) 

417 

(86) 

423 

(95) 

404 

(66) 

415 

(85) 



２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がありますが、当社株式は非上場・非

登録であり、期中平均株価の算出が困難なため記載しておりません。 

４．上記の比率は以下のように算出しております。 

・自己資本規制比率は証券取引法に基づき、決算数値をもとに算出したものであります。 

２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社及び当社の関係会社（非連結子会社３社、関連会社１社）の事業の内容について重

要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注） 上記の従業員数は就業人員であり、外務員（62名）および嘱託・契約社員等（100名）は含んでおり   

ません。また、臨時雇用者数は当中間会計期間の平均人員を外書で記載しております。 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりません。 

 なお、労使関係については良好であります。 

・自己資本比率＝ 
資本合計 

×100（％） 
負債・資本合計 

  平成17年９月30日現在

従業員数（名） 423(95) 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当中間期におけるわが国経済は回復基調を継続しており、「日銀短観」によりますと2005年度の国内企業の売

上高は３年連続の増収、経常利益は４年連続の増益となる見通しです。これは、完全失業率の低下傾向や有効求

人倍率の上昇など雇用情勢が改善しており、消費者マインドの回復も寄与して個人消費が緩やかに増加している

こと、企業業績は売上高が増加したこと等により増益となっていることによるものであります。これに加え、国

内企業物価は素材及び原油価格の高騰により上昇いたしましたものの、消費者物価は概ね横ばいの動きにとどま

ったこともあり、消費や設備投資などの内需が牽引役となったものと考えられます。 

 株式市場は、期初、日米の景気先行き不透明感や原油価格の上昇、中国人民元の切り上げなどを背景に停滞す

る場面もありましたが、政府日銀による景気の踊り場脱却の表明以降、国内景気の回復期待が時間の経過ととも

に強まり、９月29日に日経平均株価で13,617円24銭まで上昇しました。資産デフレからの回復が鮮明になり、内

需関連銘柄が人気を集めました。当中間期末の日経平均株価は13,574円30銭となっています。また、９月30日時

点の三市場信用買い残高は３兆1,892億円と前期末よりも995億円の増加となっています。当中間期における東京

証券取引所の一日平均売買高（第一部、第二部、マザーズ合計）は20億62百万株（前年同期比33％増）、一日平

均売買代金は１兆69百億円（同17％増）となりました。 

 投資信託につきましては、2005年９月末の投資信託の純資産額は48兆7,996億円となり、前期末を６兆3,932億

円上回りました。設定から解約及び償還を差し引いた資金流出入は３兆6,331億円の流入超過となりました。純

資産額の増減の内訳は、株式投信は５兆9,366億円増加、公社債投信は7,500億円増加、ＭＭＦは2,933億円減少

となっています。株式投信の増加が投資信託全体の純資産額増に寄与しました。 

 このような状況のもと、当社の当中間期の営業収益は90億98百万円（前年同期比105.8％）、経常利益は23億

72百万円（前年同期比110.5％）、中間純利益14億51百万円（前年同期比57.7％）となりました。 

①受入手数料 

 受入手数料につきましては、前事業年度の関西地区に引き続き、東海地区・東京地区にそれぞれ沼津支

店・世田谷経堂支店をオープンし営業基盤の拡大を図りました。また、国内初の投資信託を新規募集するな

ど特色ある商品の提供に努めて参りました。 

 その結果、受入手数料は前年同期比106.9％の60億82百万円となりました。科目別の概況は以下のとおり

です。 

イ．委託手数料 

 委託手数料は前年同期比104.2％の51億18百万円となりました。株式市場の活況により、当社の株式

委託売買代金も前年同期比122.3％の１兆2,385億95百万円と増加し、株式委託手数料は前年同期比

104.3％の51億10百万円となりました。一方、債券委託手数料は、前年同期比84.0％の４百万円となり

ました。 

ロ．引受・売出手数料 

 引受・売出手数料は、株券引受手数料を中心に、前年同期比140.9％の25百万円となりました。 

ハ．募集・売出しの取扱手数料 

 募集・売出しの取扱手数料は、大半は投資信託の募集・売出しにかかわるものであります。 

 当中間期は、国内初の中国上場期待株ファンドである「ＦＣ Ｃ－申銀萬國・アイザワ 上場期待中

国株ファンド」や国内の未上場企業に投資する「ＦＣ Ｊ－トラスト－上場期待日本株ファンド」の新

規募集を行い、販売実績を積み上げました。また、「ＦＣファンド－レジット不動産証券投資信託」な

ど毎月分配型不動産証券投資信託の継続募集に注力いたしました。 

 この結果、当社の投資信託の募集・売出取扱高は前年同期比127.1％の2,530億15百万円となり、当中

間期の募集・売出しの取扱手数料は前年同期比107.9％の５億79百万円となりました。 

ニ．その他の受入手数料 

 その他の受入手数料は、投資信託の代行手数料の他に、平成17年７月に新設された投資銀行部門によ

る財務アドバイザリー業務にかかる手数料などの増加が寄与し、その他の受入手数料は前年同期比

161.5％の３億58百万円となりました。 



②トレーディング損益 

 株券等につきましては、先物取引における収益が増加したため、前年同期比105.2％の18億74百万円とな

りました。 

 債券等につきましては、前年同期比94.5％の２億12百万円にとどまりました。 

 その他につきましては、前年同期比106.6％の３億１百万円となりました。 

③金融収支 

 金融収益は、前年同期比100.4％の６億27百万円、金融費用は前年同期比114.2％の２億42百万円で差引収

支は前年同期比93.3％の３億85百万円となりました。 

④販売費・一般管理費 

 取引高の増加に伴い、取引関係費、事務費、人件費などの変動費の増加などにより、当中間期の販売費・

一般管理費は合計で、前年同期比104.9％の67億32百万円となりました。 

⑤特別損益 

 特別利益は24百万円、特別損失は26百万円で差引損益は△１百万円（前中間期は１億44百万円）となりま

した。 

(2）キャッシュ・フロー 

 当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、44億91百万円増加し、113億11百万

円となりました。 

 主な概要は以下のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は60億73百万円（前中間期は使用した資金４億53百万円）となりました。 

 税引前中間純利益23億70百万円を計上したほか、預り金の増加や信用取引資産が減少したことなどによるも

のであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は10億43百万円（前中間期は５億75百万円）となりました。 

 有価証券の取得や投資有価証券の取得などによるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は５億38百万円（前中間期は６億16百万円）となりました。 

 配当金の支払い（５億38百万円）などによるものであります。 



２【業務の状況】 

① 受入手数料の内訳 

前中間会計期間（平成16.４～平成16.９） 

当中間会計期間（平成17.４～平成17.９） 

② トレーディング損益の内訳 

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 4,900 5 5 － 4,911 

引受・売出手数料 14 3 － － 18 

募集・売出しの取扱手数料 0 3 533 － 537 

その他の受入手数料 47 2 169 2 221 

計 4,962 15 708 2 5,688 

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 5,110 4 3 － 5,118 

引受・売出手数料 23 2 － － 25 

募集・売出しの取扱手数料 0 2 576 － 579 

その他の受入手数料 53 0 252 51 358 

計 5,187 10 832 51 6,082 

区分 

前中間会計期間 
（平成16.４～平成16.９） 

当中間会計期間 
（平成17.４～平成17.９） 

実現損益 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

計 
（百万円） 

実現損益 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

計 
（百万円） 

株券等トレーディング損益 1,785 △3 1,782 1,874 △0 1,874 

債券等トレーディング損益 214 10 224 210 1 212 

その他のトレーディング損益 283 － 283 301 － 301 

計 2,282 6 2,289 2,387 0 2,388 



③ 自己資本規制比率 

 （注） 自己資本規制比率は証券取引法第52条第１項の規定に基づき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」

の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。 

なお、当中間会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は2,684百万円、月末最大額は3,376百万円、取引先リ

スク相当額の月末平均額は1,518百万円、月末最大額は1,665百万円であります。 

④ 有価証券の売買等業務 

１）有価証券の売買の状況（先物取引を除く） 

 前中間会計期間及び当中間会計期間における有価証券の売買の状況（先物取引を除く）は、次のとおりであり

ます。 

イ．株券 

ロ．債券 

 区分  
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

基本的項目 資本合計（百万円） (A） 38,040 39,748 

補完的項目 

評価差額金（百万円）  2,305 4,743 

取引損失準備金等（百万円）  702 819 

貸倒引当金（百万円）  14 0 

その他（百万円）  － － 

計（百万円） (B） 3,023 5,564 

控除資産（百万円）  (C） 10,413 14,467 

控除後自己資本（百万円） 

(A)＋(B)－(C) 
 (D） 30,650 30,844 

リスク相当額 

市場リスク相当額（百万円）  1,618 1,966 

取引先リスク相当額（百万円）  1,354 1,581 

基礎的リスク相当額（百万円）  3,065 3,063 

計（百万円） (E） 6,039 6,610 

自己資本規制比率（％） (D)／(E)×100  507.5 466.6 

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円） 

前中間会計期間（平成16.４～平成16.９） 1,012,839 2,046,978 3,059,817 

当中間会計期間（平成17.４～平成17.９） 1,238,595 1,686,482 2,925,078 

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円） 

前中間会計期間（平成16.４～平成16.９） 921 5,713 6,634 

当中間会計期間（平成17.４～平成17.９） 1,692 6,137 7,829 



ハ．受益証券 

ニ．その他 

（受託取引の状況） 

 上記のうち受託取引の状況は、次のとおりであります。 

２）証券先物取引等の状況 

 前中間会計期間及び当中間会計期間における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。 

イ．株式に係る取引 

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円） 

前中間会計期間（平成16.４～平成16.９） 2,658 331 2,990 

当中間会計期間（平成17.４～平成17.９） 3,082 999 4,082 

期別 

新株引受権
証書 
（新株引受権

証券を含む） 

（百万円） 

外国新株引
受権証券 
（百万円） 

コマーシャ
ル・ペーパ
ー 
（百万円） 

外国証書 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成16.４～平成16.９） 
－ － － － － － 

当中間会計期間 

（平成17.４～平成17.９） 
－ － － － － － 

期別 

新株引受権
証書 
（新株引受権

証券を含む） 

（百万円） 

外国新株引
受権証券 
（百万円） 

コマーシャ
ル・ペーパ
ー 
（百万円） 

外国証書 
（百万円） 

その他 
（百万円） 

合計 
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成16.４～平成16.９） 
－ － － － － － 

当中間会計期間 

（平成17.４～平成17.９） 
－ － － － － － 

期別 

先物取引 オプション取引 
合計 

（百万円） 受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成16.４～平成16.９） 
135,557 7,324,621 376,965 247,323 8,084,466 

当中間会計期間 

（平成17.４～平成17.９） 
120,573 13,161,525 719,460 237,783 14,239,341 



ロ．債券に係る取引 

３）有価証券の引受け、売出し業務および募集、売出しまたは私募の取扱業務の状況 

 前中間会計期間及び当中間会計期間における有価証券の引受け、売出し業務および募集、売出しまたは私募の

取扱業務の状況は次のとおりであります。 

イ．株券 

ロ．債券 

期別 

先物取引 オプション取引 
合計 

（百万円） 受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

受託 
（百万円） 

自己 
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成16.４～平成16.９） 
－ 11,855,827 － 1,443,750 13,299,577 

当中間会計期間 

（平成17.４～平成17.９） 
－ 15,387,637 － 1,371,549 16,759,186 

期別 区分 

引受高 売出高 募集の取扱高 売出しの取扱高 私募の取扱高 

株数 
（千株） 

金額 
(百万円)

株数 
（千株）

金額 
(百万円)

株数 
(千株) 

金額 
(百万円)

株数 
(千株) 

金額 
(百万円) 

株数 
（千株） 

金額 
(百万円)

前中間会計期間 

（平成16.４～平成16.９） 

内国株券 47 1,151 47 1,151 － － 5 11 － － 

外国株券 － － － － － － － － － － 

当中間会計期間 

（平成17.４～平成17.９） 

内国株券 3 2,532 3 2,532 － － 0 6 － － 

外国株券 － － － － － － － － － － 

期別 区分 
引受高 
（百万円） 

売出高 
（百万円） 

募集の取扱高
（百万円） 

売出しの取扱高 

（百万円） 
私募の取扱高
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成16.４～平成16.９） 

国債 1,523 － 553 － － 

地方債 420 － 632 － － 

特殊債 － － 1,676 － － 

社債 200 － － － － 

外国債券 － － － － － 

合計 2,143 － 2,862 － － 

当中間会計期間 

（平成17.４～平成17.９） 

国債 1,105 － 568 － － 

地方債 420 － 687 － － 

特殊債 － － 200 － － 

社債 100 － － － － 

外国債券 － － － － － 

合計 1,625 － 1,455 － － 



ハ．受益証券 

ニ．その他 

期別 区分 
引受高 
（百万円） 

売出高 
（百万円） 

募集の取扱高
（百万円） 

売出しの取扱高 

（百万円） 
私募の取扱高
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成16.４～平成16.９） 

株式投信      

単位型 － － － － － 

追加型 － － 4,465 － － 

公社債投信      

単位型 － － － － － 

追加型 － － 179,301 － － 

外国投信 － － 15,228 － － 

合計 － － 198,995 － － 

当中間会計期間 

（平成17.４～平成17.９） 

株式投信      

単位型 － － － － － 

追加型 － － 7,676 － － 

公社債投信      

単位型 － － － － － 

追加型 － － 232,514 － － 

外国投信 － － 12,824 － － 

合計 － － 253,015 － － 

期別 区分 
引受高 
（百万円） 

売出高 
（百万円） 

募集の取扱高
（百万円） 

売出しの取扱高 

（百万円） 
私募の取扱高
（百万円） 

前中間会計期間 

（平成16.４～平成16.９） 

コマーシャル・ 

ペーパー 
－ － － － － 

外国証書 － － － － － 

当中間会計期間 

（平成17.４～平成17.９） 

コマーシャル・ 

ペーパー 
－ － － － － 

外国証書 － － － － － 



３【対処すべき課題】 

 日本経済は、踊り場を脱却し、本格的な成長路線を歩み始めたと思われます。また、本年10月より日本郵政公社に

おいて投資信託の取扱いが開始され、リスクフリーマネーの流動化進展およびその獲得競争は今後ますます激化する

ものと考えられます。 

 こうしたなか当社は、中期経営計画を着実に実行し、計画目標の前倒し達成を図って参る所存であります。また収

益源の多様化、他社との差別化を図るべく本年度に入り、中国本土の経済・企業情報をリアルに入手するため、４月

上海に現地法人「藍澤投資諮詢有限公司」を設立し、お客様の高まるアジア株投資に新たな情報サービスを付加いた

しました。さらに、７月には投資銀行部を立ち上げ、当部と連携したアイザワ・インベストメンツ株式会社を設立い

たしました。この数年間に蓄積した投資銀行業務のノウハウを活用し、収益寄与拡大を図って参ります。 

 商品戦略におきましては、中国企業への投資を投資信託の形にした「上場期待中国株ファンド」及び「高配当利回

り中国株ファンド」を設定し、中国への投資をさらに身近にした商品をお客様に提供いたしました。今後もこのよう

な投資環境、お客様ニーズに沿った商品提供を行って参ります。  

 店舗戦略におきましては、本年度に入り、当社独自のコンプレックス店の展開を更に拡大しております。当社店舗

戦略方針であるスクラップアンドビルドの方針のもと、少人数小型店舗をさらに多面的に展開し、４月に沼津、８月

に世田谷経堂へ出店したほか、10月には鎌倉へ出店いたします。当社は、お客様のニーズにより取引形態の選択可能

なコンプレックス店舗により富裕層の開拓を図って参ります。  

 なお、当社は「コンプライアンス」を経営の最重要課題と位置付け、当上半期中に臨時に「個人情報保護法」に関

する部店長会議を開催したほか、「内部管理責任者会議」を実施し、本部方針の徹底を図っております。今後も「コ

ンプライアンス」体制の充実を図り、業務の質的向上を目指します。 

 当社は、平成16年３月に実施された証券取引等監視委員会による定例検査結果に基づき、平成17年３月、関東財務

局より証券取引法第56条第１項の規定に基づく業務停止命令及び業務改善命令を受けました。日ごろより当社は、法

令遵守を経営の根幹にすえ、内部管理の強化、社員教育の充実を図って参りましたが、未だ不十分な点があったこと

を厳粛かつ真摯に受け止めております。社内の総力を持って今回の指摘事項にとどまらず、法令遵守の徹底を図り、

業務改善に努力して参る所存であります。  

(1）経営の基本方針 

 当社は、「より多くの人に証券投資を通じ、より豊かな生活を提供する」を社是とし、よりよい投資環境及び

幅広いサービスをお客様に提供することにより、お客様との深い信頼関係を築き、お客様との共存共栄を図って

いくことを経営の基本理念としております。今後も個人のお客様を主なカスタマーベースとするリテール証券会

社として、適時、適切な情報開示を行うとともにコンプライアンス体制を一層充実させ、激変する時代のニーズ

に合致した証券会社を目指す所存であります。 

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 日本経済は、踊り場を脱却し、本格的な成長路線を歩み始めたと思われます。また、本年10月より日本郵政公

社において投資信託の取扱いが開始され、リスクフリーマネーの流動化が進展し、その獲得競争は今後ますます

激化するものと考えられます。 

 こうしたなか当社は、中期経営計画を着実に実行し、計画目標の前倒し達成を図って参る所存であります。当

社が長期的に取組むべき課題は以下のとおりであります。 

①収益基盤の確立 

 預り資産の拡大を計画的に行なって参ります。そのためにもお客様が投資しやすい環境を店舗、商品、チ

ャネルという多方面からのアプローチにより提供し続けて参ります。 

 また、お客様との信頼を確保し、安定した取引関係を構築するために社員教育、コンプライアンス体制の

一層の充実を図り、「アイザワ」ブランドの構築に努めます。 

②収益源の多様化 

 激変を続ける投資環境の中で、当社はお客様のニーズを敏感に察知しながら、証券業を中核とした商品戦

略、投資事業、フィービジネス、ディーリング部門等に収益の糧を求めて参ります。 

 また、多様化する業務へのリスク管理体制も一層強化し、健全な経営基盤を維持して参ります。 



③他社との差別化 

 株式という商品においては、当社がお客様へ提供する株式にはアジア株（中国株（香港、深圳を含む）、

韓国、台湾等）、また投資信託においては、当社がお客様へ提供する商品は、他社とは異なる特色を持つも

のであることにこだわり続けて参ります。 

 例えば中国Ａ株ファンドといったアジア関連商品ならびに、毎月分配型不動産投資信託等当社独自の商品

を開発・提供して参ります。 

④店舗政策 

 お客様が投資しやすい環境の第一ステップとして、入りやすい店舗、親しみやすい店舗をコンセプトとし

た少人数小型店舗を富裕層の多い大都市近郊へ拡大して参ります。 

 ここでは、対面形式とインターネット等の取引チャネルが融合するコンプレックス店舗が展開され、初心

者のお客様でもインターネットで取引できる環境が用意されております。 

(3）会社の対処すべき課題 

上記①～④の戦略を達成していくためには、 

イ．社員の能力向上 

ロ．投資環境インフラを整備 

ハ．リスク管理・コンプライアンス体制の整備 

ニ．経費削減のための合理化 

以上４点が不可欠と考えております。 

イ．社員の能力向上 

 社員の能力向上のためには、日常の社員教育は当然のことながら、研修、人事制度等も工夫し、全社員の

モラル向上を図ります。 

ロ．投資環境インフラを整備 

 お客様への投資環境を提供するにあたってのインフラ整備を行ないます。店舗・情報提供・インターネッ

ト取引環境、迅速な決済処理等のインフラ整備への投資を行って参ります。 

ハ．リスク管理・コンプライアンス体制の整備 

 多彩な商品、多様な投資手法を提供し続けるに際しては、各々の商品、手法につきリスクを正確に把握し

監視して参ります。 

 また、常にコンプライアンス（法令遵守）を念頭に、業務を行って参ります。 

 特にコンプライアンス体制の強化は、当社の喫緊の課題であり、本年７月に行われた日本証券業協会、株

式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所及び株式会社ジャスダック証券取引所の合同検査におい

て、担当検査員あるいは担当考査員による口頭注意を受けた事項につきましても、内部管理体制及び売買監

理体制の充実・強化に鋭意取組んでおりますが、今回、このような指摘を受けたことについては、弊社の内

部管理体制になお不備があったと認識し、役員一同厳粛かつ真摯に受け止めております。 

 今後さらに全役職員に法令遵守の再徹底を図り、再発防止に努めて参る所存です。 

ニ．経費削減のための合理化 

 あらゆる業務遂行の場合で経費削減を意識して参ります。 

 しかしこれは単なる経費の削減にとどまらない業務の合理化・効率化を伴うものであります。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありませ

ん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。  



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 178,000,000 

計 178,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数

（株） 
（平成17年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成17年12月28日） 

上場証券取引所名又は登録
証券業協会名 

内容 

普通株式 44,525,649 44,525,649 － 

権利内容に何

ら限定のない

当社における

標準となる株

式 

計 44,525,649 44,525,649 － － 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成17年４月１日～  

平成17年９月30日  
－ 44,525,649 － 5,000 － 4,753 



(4）【大株主の状況】 

（注） １．株式会社三井住友銀行の所有する株式数のうち1,065千株は、三井アセット信託銀行に包括信託されてお

ります。 

２．当社は、自己株式1,478千株（3.31％）を所有しております。 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

  平成17年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

藍澤 基彌 東京都世田谷区深沢7-10-5 3,966 8.90 

株式会社みずほコーポレート

銀行 
東京都千代田区丸の内1-3-3 2,142 4.81 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝3-33-3 2,118 4.75 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町1-1-5 1,710 3.84 

鈴木 啓子 東京都世田谷区瀬田2-16-1 1,628 3.65 

新光不動産株式会社 東京都中央区日本橋1-17-10 1,453 3.26 

第一生命保険相互会社 

東京都中央区晴海1-8-12晴海アイランドト

リトンスクエアオフィスタワーＺ棟 常任

代理人資産管理サービス信託銀行 

1,271 2.85 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 1,252 2.81 

中央三井グロースキャピタル

投資事業有限責任組合 

無限責任組合員 中央三井キ

ャピタル株式会社 

東京都中央区日本橋室町3-2-8 1,083 2.43 

東京企業株式会社 東京都港区麻布狸穴町41-1 1,043 2.34 

計 － 17,669 39.68 

  平成17年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式  1,478,000 
－ 

権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式 42,860,000 42,860 同上 

単元未満株式 普通株式    187,649 － 同上 

発行済株式総数 44,525,649 － － 

総株主の議決権 － 42,860 － 



②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

 当社の株式は非公開のため該当ありません。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成17年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

藍澤證券株式会社 

東京都中央区日本

橋1-20-3 
1,478,000 － 1,478,000 3.31 

計 － 1,478,000 － 1,478,000 3.31 



第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以

下「中間財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「証券会社に関する内閣府

令」（平成10年総理府令・大蔵省令第32号）および「証券業経理の統一について」（昭和49年11月14日付日本証券業

協会理事会決議）に準拠して作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）

及び当中間会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により

中間監査を受けております。 

３．中間連結財務諸表について 

 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成11年大蔵省令第24号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程

度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準    0.34％ 

売上高基準   0.16％ 

利益基準    0.29％ 

利益剰余金基準 0.39％ 



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ流動資産           

１ 現金・預金 ※２  10,105   11,951   7,459  

２ 預託金   16,668   20,289   17,468  

３ 有価証券   －   3,350   2,800  

４ トレーディング商品 ※２  3,541   1,160   1,857  

(1)商品有価証券等  3,541   1,160   1,857   

(2)デリバティブ取引  －   0   －   

５ 約定見返勘定   379   593   －  

６ 信用取引資産   51,287   52,024   56,532  

(1)信用取引貸付金  47,939   44,345   51,203   

(2)信用取引借証券担保金  3,347   7,678   5,329   

７ 立替金   631   734   519  

８ 繰延税金資産    242   295   272  

９ その他の流動資産   2,532   6,431   4,538  

貸倒引当金   △14   △0   △15  

流動資産計   85,373 82.0  96,829 80.5  91,432 81.8 

Ⅱ固定資産           

１ 有形固定資産 ※１  5,365   5,350   5,398  

２ 無形固定資産   690   852   887  

３ 投資その他の資産   12,733   17,186   14,002  

(1)投資有価証券 ※２ 10,088   14,674   11,564   

(2)関係会社株式  1,069   1,169   1,069   

(3)その他  2,216   1,904   1,992   

貸倒引当金  △641   △561   △623   

固定資産計   18,789 18.0  23,389 19.5  20,288 18.2 

資産合計   104,162 100.0  120,219 100.0  111,721 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ流動負債           

１ 約定見返勘定   －   －    106  

２ 信用取引負債   33,481   36,555   40,502  

(1)信用取引借入金 ※２ 28,370   27,715   32,896   

(2)信用取引貸証券受入金  5,111   8,840   7,606   

３ 預り金   10,232   14,276   7,873  

４ 受入保証金   10,253   12,455   10,442  

５ 短期借入金 ※２  4,820   4,820   4,820  

６ 未払法人税等   49   910   517  

７ 賞与引当金   530   530   500  

８ その他の流動負債   690   936   745  

流動負債計   60,058 57.7  70,484 58.6  65,508 58.6 

 



  
前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

Ⅱ固定負債           

１ 長期借入金 ※２  500   500   500  

２ 繰延税金負債   1,652   3,274   2,128  

３ 退職給付引当金   296   －    128  

４ 役員退職慰労引当金   309   318   321  

５ その他の固定負債   297   330   316  

固定負債計   3,055 2.9  4,422 3.7  3,394 3.1 

Ⅲ特別法上の準備金 ※５          

１ 証券取引責任準備金   702   819   804  

特別法上の準備金計   702 0.7  819 0.7  804 0.7 

負債合計   63,816 61.3  75,727 63.0  69,706 62.4 

           

（資本の部）           

Ⅰ資本金   5,000 4.8  5,000 4.2  5,000 4.5 

Ⅱ資本剰余金           

１ 資本準備金  4,753   4,753   4,753   

２ その他資本剰余金  －   0   0   

自己株式処分差益  －   0   0   

資本剰余金合計   4,753 4.6  4,753 3.9  4,753 4.3 

Ⅲ利益剰余金           

１ 利益準備金  3,202   3,202   3,202   

２ 任意積立金  21,998   24,998   21,998   

３ 中間（当期）未処分利益  3,492   2,201   4,319   

利益剰余金合計   28,694 27.5  30,402 25.3  29,520 26.4 

Ⅳその他有価証券評価差額金   2,305 2.2  4,743 3.9  3,148 2.8 

Ⅴ自己株式   △406 △0.4  △407 △0.3  △406 △0.4 

資本合計   40,346 38.7  44,491 37.0  42,015 37.6 

負債・資本合計   104,162 100.0  120,219 100.0  111,721 100.0 

           



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ営業収益           

１ 受入手数料   5,688    6,082    11,237   

(1)委託手数料  4,911   5,118   9,452   

(2)引受・売出手数料  18   25   84   

(3)募集・売出しの取扱手数料  537   579   1,144   

(4)その他  221   358   555   

２ トレーディング損益 ※１  2,289    2,388    4,114   

３ 金融収益   625    627    1,166   

営業収益計   8,603 100.0  9,098 100.0  16,518 100.0 

Ⅱ金融費用   212 2.5  242 2.7  392 2.4 

純営業収益   8,391 97.5  8,855 97.3  16,125 97.6 

Ⅲ販売費・一般管理費   6,420 74.6  6,732 74.0  12,785 77.4 

１ 取引関係費  697   791   1,438   

２ 人件費  3,536   3,714   6,864   

３ 不動産関係費  570   551   1,247   

４ 事務費  1,021   1,028   2,032   

５ 減価償却費 ※２ 185   224   374   

６ 租税公課  97   111   160   

７ その他  311   309   668   

営業利益   1,970 22.9  2,123 23.3  3,339 20.2 

Ⅳ営業外収益 ※３  184 2.2  252 2.8  286 1.7 

Ⅴ営業外費用   8 0.1  2 0.0  21 0.1 

経常利益   2,147 25.0  2,372 26.1  3,604 21.8 

Ⅵ特別利益           

１ 投資有価証券売却益  215   －    215   

２ ゴルフ会員権売却益  －   －    0   

３ ゴルフ会員権償還益  20   1   33   

４ 貸倒引当金戻入  14   23   19   

特別利益計   251 2.9  24 0.3  269 1.6 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅶ特別損失           

１ 固定資産売却損  0   0   1   

２ 固定資産除却損  8   3   73   

３ 投資有価証券売却損  －   －   17   

４ 証券取引責任準備金繰入  97   15   199   

５ ゴルフ会員権売却損  －   2   －   

６ ゴルフ会員権評価減  －   －   2   

７ 貸倒引当金繰入  0   －   21   

８ 減損損失 ※４ －   5   101   

特別損失計   106 1.3  26 0.3  417 2.5 

税引前中間（当期）純利益   2,291 26.6  2,370 26.1  3,456 20.9 

法人税、住民税及び事業税   17 0.2  877 9.6  481 2.9 

法人税等調整額   △241 △2.8  42 0.5  △367 △2.2 

中間（当期）純利益   2,516 29.2  1,451 16.0  3,342 20.2 

前期繰越利益   976   750   976  

中間（当期）未処分利益   3,492   2,201   4,319  



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

  前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間（当期）純利益  2,291 2,370 3,456 

減価償却費  185 224 374 

貸倒引当金の増加額（減少額）  △14 △22 19 

賞与引当金の増加額（減少額）  △45 30 △75 

退職給付引当金の減少額  △99 △128 △267 

前払年金費用の増加額  － △10 － 

役員退職慰労引当金の増加額（減少額）  － △3 28 

受取利息及び受取配当金  △740 △844 △1,333 

支払利息  212 242 392 

投資有価証券売却益  △215 － △215 

投資有価証券売却損  － － 17 

有形固定資産除却損  8 3 42 

有形固定資産売却損  0 0 1 

減損損失  － 5 101 

ゴルフ会員権売却益  － － △0 

ゴルフ会員権売却損  － 2 － 

ゴルフ会員権償還益  △20 △1 △33 

ゴルフ会員権評価減  － － 24 

顧客分別金信託金の減少額（増加額）  37 △2,821 △760 

立替金の減少額（増加額）  △98 △214 13 

短期差入保証金の増加額  △347 △1,815 △2,360 

トレーディング商品（資産）の減少額  2,159 696 3,843 

信用取引資産の減少額（増加額）  △9,842 4,508 △15,088 

証券取引責任準備金の増加額  97 15 199 

預り金の増加額（減少額）  1,557 6,402 △800 

トレーディング商品（負債）の減少額  △4 － △4 

信用取引負債の増加額（減少額）  2,652 △3,946 9,673 

受入保証金の増加額  1,515 2,013 1,703 

役員賞与の支払額  △31 △31 △31 

その他  △59 △695 643 

小計  △802 5,980 △436 

利息及び配当金の受取額  591 792 1,291 

利息の支払額  △203 △242 △387 

法人税等の支払額  △39 △457 △64 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △453 6,073 401 

 



  
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

  前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有価証券の取得による支出  － △1,750 △3,800 

有価証券の償還による収入  － 1,350 1,000 

有形固定資産の取得による支出  △80 △68 △368 

有形固定資産の売却による収入  0 0 0 

無形固定資産の取得による支出  △99 △94 △428 

投資有価証券の取得による支出  △154 △453 △273 

関係会社株式の取得による支出  － △100 － 

投資有価証券の売却による収入  238 － 267 

出資金の預入による支出  － △0 △0 

関係会社への出資による支出  － △14 － 

保証金の差入による支出  △57 △25 △80 

保証金の返戻による収入  12 15 80 

貸付による支出  △8 △15 △8 

貸付金の回収による収入  49 41 92 

定期預金の預入による支出  △500 － △500 

その他  24 69 △58 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △575 △1,043 △4,076 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

配当金の支払額  △516 △538 △516 

短期借入金の純減少額  △100 － △100 

自己株式の取得による支出  － △0 － 

自己株式の売却による収入  － － 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △616 △538 △616 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  0 0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △1,645 4,491 △4,291 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  11,110 6,819 11,110 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  9,465 11,311 6,819 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準および評

価方法 

(1）トレーディングに関する有価

証券等の評価基準および評価方

法 

(1）トレーディングに関する有価

証券等の評価基準および評価方

法 

(1）トレーディングに関する有価

証券等の評価基準および評価方

法 

  トレーディング商品（売買目

的有価証券）およびデリバティ

ブ取引等については、時価法を

採用しております。 

同左 同左 

 (2）トレーディング関連以外の有

価証券等の評価基準および評価

方法 

(2）トレーディング関連以外の有

価証券等の評価基準および評価

方法 

(2）トレーディング関連以外の有

価証券等の評価基準および評価

方法 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 ア 時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は、

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

ア 時価のあるもの 

同左 

ア 時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は、全部

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定） 

 イ 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  

イ 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資

（証券取引法第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

て入手可能な最近の決算書を

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。 

イ 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  

 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

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（建

物附属設備を除く）について

は、定額法）を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。 

(1）有形固定資産 

同左 

(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（建

物附属設備を除く）について

は、定額法）を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりです。 

 建物     ２～50年 

器具・備品  ２～20年 

 建物     ２～50年 

器具・備品  ３～20年 

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、ソフトウェア（自社利

用分）については、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）に

よる定額法を採用しておりま

す。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えるため、

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

可能性を検討し回収不能見込額

を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支払い

に備えるため、当社所定の計算

方法（支給見込額基準）により

算出した額を計上しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

同左 

(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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時における従

業員平均の残存勤務期間以内の

一定年数（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 

 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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、当中間会計期間末にお

いては、10百万円を前払年金費

用として投資その他の資産の

「その他」に含めて計上してお

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平

均の残存勤務期間以内の一定年

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 

 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

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、計上しております。 

 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平

均の残存勤務期間以内の一定年

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。 

 (4）役員退職慰労引当金 

 役員、執行役員等の退職慰労

金の支出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく中間期末

要支給額を計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員、執行役員等の退職慰労

金の支出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。 

 (5）証券取引責任準備金 

 証券事故による損失に備える

ため証券取引法第51条の規定に

基づき「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。 

(5）証券取引責任準備金 

同左 

(5）証券取引責任準備金 

同左 

４．外貨建資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、期末日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理し

ております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

５．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。 

同左 同左 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについて特例処

理の要件を充たしている場合に

特例処理を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2）ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段 

 主に当社の内規である「資金

運用及び調達に関する事務細

則」に基づき金利変動リスクを

ヘッジしております。 

 ヘッジ会計を適用したヘッジ

対象とヘッジ手段は以下のとお

りであります。 

ヘッジ対象 

 長期借入金利 

ヘッジ手段 

 金利スワップ 

(2）ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段 

同左 

(2）ヘッジ方針、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段 

同左 

 (3）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについて特例処

理の要件に該当するか否かの判

定をもって有効性の判定に代え

ております。 

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金及び当座預金、普通預

金等の随時引き出し可能な預金か

らなっております。 

同左 同左 

８．その他中間財務諸表（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 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

 なお、仮受消費税等と控除対象

の仮払消費税等は相殺し、その差

額は「その他の流動負債」に含め

て表示しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。 

 なお、固定資産に係る控除対象

外消費税等は、発生事業年度の費

用としております。 



表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前中間会計期間まで投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「無形

固定資産の取得による支出」については、金額的重要

性が増したため、区分掲記することにいたしました。 

 なお、前中間会計期間の「無形固定資産の取得によ

る支出」は10百万円であります。 

  

 － 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

（外形標準課税制度の導入につい

て） 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以降に開始する事業年度よ

り外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法

人事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」（平成16年２月13日 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割および資本割については、販売

費・一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費・一般管理費が

32百万円増加し、営業利益、経常利

益および税引前中間純利益がそれぞ

れ同額減少しております。 

－ （外形標準課税制度の導入につい

て） 

 「地方税法等の一部を改正する

法律」（平成15年法律第９号）が

平成15年３月31日に公布され、平

成16年４月１日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度

から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号）に従

い法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費・一般管

理費に計上しております。 

 この結果、販売費・一般管理費

が61百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益がそ

れぞれ同額減少しております。 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成16年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

建物 2,174百万円 

器具・備品 733 

建物 2,206百万円

器具・備品 716 

建物 2,142百万円

器具・備品 701 

※２．担保に供されている資産 ※２．担保に供されている資産 ※２．担保に供されている資産 

トレーディング商品 1,999百万円 

投資有価証券 7,243 

計 9,243 

トレーディング商品 － 百万円

投資有価証券 8,884 

定期預金 2,170 

計 11,054 

トレーディング商品 999百万円

投資有価証券 8,598 

定期預金 500 

計 10,098 

担保資産の対象となる債務 担保資産の対象となる債務 担保資産の対象となる債務 

短期借入金 4,680百万円 

信用取引借入金 28,370 

長期借入金 500 

計 33,550 

短期借入金 4,680百万円

信用取引借入金 27,715 

長期借入金 500 

計 32,895 

短期借入金 4,680百万円

信用取引借入金 32,896 

長期借入金 500 

計 38,076 

 上記のほか、先物取引証拠金

等の代用として投資有価証券

1,023百万円を差入れておりま

す。 

 上記のほか、先物取引証拠金

等の代用として投資有価証

券 1,570百万円を差入れており

ます。 

 上記のほか、先物取引証拠金

等の代用として投資有価証

券 1,178百万円を差入れており

ます。 

３．担保等として差入をした有価

証券の時価等（トレーディング

商品及び投資有価証券を除く） 

３．担保等として差入をした有価

証券の時価等（トレーディング

商品及び投資有価証券を除く） 

３．担保等として差入をした有価

証券の時価等（トレーディング

商品及び投資有価証券を除く） 

信用取引貸証券 4,986百万円 

信用取引借入金の

本担保証券 
27,768 

信用取引の自己融

資見返り株券 
9,930 

顧客分別金信託として

信託した有価証券 
509 

信用取引貸証券 10,630百万円

信用取引借入金の

本担保証券 
29,080 

信用取引の自己融

資見返り株券 
10,214 

顧客分別金信託として

信託した有価証券 
509 

信用取引貸証券 7,980百万円

信用取引借入金の

本担保証券 
31,441 

信用取引の自己融

資見返り株券 
10,600 

顧客分別金信託として

信託した有価証券 
509 

４．担保等として差入を受けた有

価証券の時価等 

４．担保等として差入を受けた有

価証券の時価等 

４．担保等として差入を受けた有

価証券の時価等 

信用取引借証券 3,186百万円 

信用取引貸付金の

本担保証券 
42,554 

受入保証金等代用

有価証券 
59,046 

信用取引借証券 6,436百万円

信用取引貸付金の

本担保証券 
46,021 

受入保証金等代用

有価証券 
69,926 

信用取引借証券 5,180百万円

信用取引貸付金の

本担保証券 
49,447 

受入保証金等代用

有価証券 
67,172 

※５．特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は、次のとお

りであります。 

※５．特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は、次のとお

りであります。 

※５．特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は、次のとお

りであります。 

証券取引責任準備金 

証券取引法第51条 

証券取引責任準備金 

証券取引法第51条 

証券取引責任準備金 

証券取引法第51条 

６．保証債務の残高は52百万円

で、顧客に対する証券金融会社

斡旋融資にかかる連帯保証であ

ります。 

６．保証債務の残高 

斡旋融資連帯保証 31百万円

アイザワ・インベスト

メンツ（株） 
100 

６．保証債務の残高は31百万円

で、顧客に対する証券金融会社

斡旋融資にかかる連帯保証であ

ります。 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．トレーディング損益の内訳 ※１．トレーディング損益の内訳 ※１．トレーディング損益の内訳 

 実現損益 評価損益 計 

 百万円 百万円 百万円

株券等 1,785 △3 1,782 

債券等 214 10 224 

その他 283 － 283 

合計 2,282 6 2,289 

 実現損益 評価損益 計 

 百万円 百万円 百万円

株券等 1,874 △0 1,874 

債券等 210 1 212 

その他 301  － 301 

合計 2,387 0 2,388 

 実現損益 評価損益 計 

 百万円 百万円 百万円

株券等 3,222 △2 3,219 

債券等 425 2 427 

その他 466 －  466 

合計 4,114 0 4,114 

※２．減価償却実施額 ※２．減価償却実施額 ※２．減価償却実施額 

有形固定資産 94百万円 

無形固定資産 88 

投資その他の資産 2 

計 185 

有形固定資産 104百万円

無形固定資産 117 

投資その他の資産 2 

計 224 

有形固定資産 192百万円

無形固定資産 177 

投資その他の資産 4 

計 374 

※３．営業外収益の内訳 ※３．営業外収益の内訳 ※３．営業外収益の内訳 

受取配当金 111百万円 

不動産賃貸料 18 

その他 53 

計 184 

受取配当金 107百万円

有価証券利息 104百万円

不動産賃貸料 21 

その他 19 

計 252 

受取配当金 143百万円

不動産賃貸料 38 

その他 104 

計 286 

 



（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※４．     － ※４．減損損失 

 当社は、固定資産の減損に係る

会計基準二６．（１）に基づき当

社の管理会計制度上で定めるキャ

ッシュ・フロー生成単位で資産の

グルーピングを行っております。 

 当該資産又は資産グループは、

営業店・賃貸不動産・共用資産・

遊休資産であります。 

 当中間会計期間において将来の

使用計画を中止とする意思決定が

行われた資産の帳簿価額を備忘価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失５百万円として特別損失に計

上いたしました。 

 なお、該当する減損対象資産は

遊休資産であり、老朽化等による

現在の資産状況を鑑み備忘価額と

して評価しております。 

 減損損失を認識した資産又は資

産グループは以下のとおりであり

ます。 

場所 用途 種類 
減損損失額

（百万円）

兵庫県加古川

市 
遊休資産

建物 2 

土地 3 

合計 
  5 

※４．減損損失 

 当社は、固定資産の減損に係る

会計基準二６．（１）に基づき当

社の管理会計制度上で定めるキャ

ッシュ・フロー生成単位で資産の

グルーピングを行っております。 

 当該資産又は資産グループは、

営業店・賃貸不動産・共用資産・

遊休資産であります。 

 当事業年度において将来の使用

計画を未定とする意思決定が行わ

れた資産の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損

損失101百万円として特別損失に

計上いたしました。 

 なお、該当する減損対象資産は

遊休資産であり、回収可能価額は

正味売却価額により測定してお

り、固定資産税評価額等により評

価しております。 

 減損損失を認識した資産又は資

産グループは以下のとおりであり

ます。 

場所 用途 種類 
減損損失額

（百万円）

静岡県伊東市 遊休資産 

建物 3 

土地 97 

合計 
  101 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

１．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 

現金・預金勘定 10,105百万円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△640 

現金及び現金同等物 9,465 

現金・預金勘定 11,951百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△640 

現金及び現金同等物 11,311 

現金・預金勘定 7,459百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△640 

現金及び現金同等物 6,819 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

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 

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 

① リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額および中間期末

残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額および中間期末

残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額および期末残高

相当額 

 
器具備

品

ソフト

ウエア
合計 

取得価額相当額 228 11 240
百万

円 

減価償却累計額相

当額 
121 1 123 

中間期末残高相当

額 
106 10 117 

 
器具備

品

ソフト

ウエア
合計 

取得価額相当額 231 42 274
百万

円 

減価償却累計額相

当額 
128 13 141 

中間期末残高相当

額 
103 29 133 

 
器具備

品

ソフト

ウエア
合計 

取得価額相当額 202 42 244
百万

円 

減価償却累計額相

当額 
106 8 115 

期末残高相当額 95 33 129 

 なお、取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

② 未経過リース料中間期末残高相当

額 

② 未経過リース料中間期末残高相当

額 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 42百万円 

１年超 74 

合計 117 

１年以内 49百万円

１年超 83 

合計 133 

１年以内 47百万円

１年超 81 

合計 129 

 なお、未経過リース料中間期末残

高相当額は、有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しており

ます。 

同左  なお、未経過リース料期末残高相

当額は、有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

③ 支払リース料および減価償却費相

当額 

③ 支払リース料および減価償却費相

当額 

③ 支払リース料および減価償却費相

当額 

支払リース料 25百万円 

減価償却費相当額 25 

支払リース料 26百万円

減価償却費相当額 26 

支払リース料 55百万円

減価償却費相当額 55 

④ 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 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２．減損損失について 

 リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載は

省略しております。 

２．減損損失について 

同左 

２．減損損失について 

同左 



（有価証券およびデリバティブ取引の状況） 

（前中間会計期間末） 

１．トレーディングに係るもの 

(1）商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価 

(2）デリバティブ取引の契約額等及び時価 

２．トレーディングに係るもの以外 

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(3）その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 有価証券の著しい価額の下落に該当するものがないため、減損処理はいたしておりません。 

種類 
平成16年９月30日現在 

資産（百万円） 負債（百万円） 

株式 40 － 

債券 3,483 － 

受益証券等 16 － 

種類 

平成16年９月30日現在 

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） 

オプション取引 － － － － 

為替予約取引 － － － － 

先物取引 － － － － 

スワップ取引 － － － － 

種類 

平成16年９月30日現在 

取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 （注） 5,059 8,928 3,868 

合計 5,059 8,928 3,868 



(4）時価評価されていない主な有価証券の内容 

(5）デリバティブ取引 

 当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計が適用されているため、記載対象から除

いております。 

（当中間会計期間末） 

１．トレーディングに係るもの 

(1）商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価 

(2）デリバティブ取引の契約額等及び時価 

２．トレーディングに係るもの以外 

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

種類 
平成16年９月30日現在 

中間貸借対照表計上額（百万円） 

子会社株式及び関連会社株式 1,069 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,126 

非上場債券 65 

種類 
平成17年９月30日現在 

資産（百万円） 負債（百万円） 

株式 1 － 

債券 1,145 － 

受益証券等 14 － 

種類 

平成17年９月30日現在 

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） 

オプション取引 － － － － 

為替予約取引 － － － － 

先物取引 － － 13 13 

スワップ取引 － － － － 



(3）その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 有価証券の著しい価額の下落に該当するものがないため、減損処理はいたしておりません。 

(4）時価評価されていない主な有価証券の内容 

(5）デリバティブ取引 

 当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計が適用されているため、記載対象から除

いております。 

（前事業年度末） 

１．トレーディングに係るもの 

(1）商品有価証券等（売買目的有価証券）の時価 

(2）デリバティブ取引の契約額等及び時価 

種類 

平成17年９月30日現在 

取得原価（百万円） 
中間貸借対照表計上額 

（百万円） 
差額（百万円） 

株式 （注） 5,210 13,165 7,955 

合計 5,210 13,165 7,955 

種類 
平成17年９月30日現在 

中間貸借対照表計上額（百万円） 

子会社株式及び関連会社株式 1,169 

その他有価証券  

非上場株式 1,257 

非上場債券 3,355 

その他 305 

種類 
平成17年３月31日現在 

資産（百万円） 負債（百万円） 

株式 1 － 

債券 1,841 － 

受益証券等 15 － 

種類 

平成17年３月31日現在 

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） 

オプション取引 － － － － 

為替予約取引 － － － － 

先物取引 － － － － 

スワップ取引 － － － － 



２．トレーディングに係るもの以外 

(1）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(2）子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(3）その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 有価証券の著しい価額の下落に該当するものがないため、減損処理はいたしておりません。 

(4）時価評価されていない主な有価証券の内容 

(5）デリバティブ取引 

 当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計が適用されているため、記載対象から除

いております。 

（持分法損益等） 

種類 

平成17年３月31日現在 

取得原価（百万円） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円） 

株式 （注） 5,012 10,295 5,282 

合計 5,012 10,295 5,282 

種類 
平成17年３月31日現在 

貸借対照表計上額（百万円） 

子会社株式及び関連会社株式 1,069 

その他有価証券  

非上場株式 1,255 

非上場債券 2,805 

その他 50 

前中間会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

関連会社に対する投資の金額 関連会社に対する投資の金額 関連会社に対する投資の金額 

1,049百万円 1,049百万円 1,049百万円

持分法を適用した場合の投資の金額 持分法を適用した場合の投資の金額 持分法を適用した場合の投資の金額 

822百万円 1,076百万円 962百万円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 持分法を適用した場合の投資利益の金額 持分法を適用した場合の投資利益の金額 

153百万円 153百万円 327百万円



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 937.23円 

１株当たり中間純利益 58.45円 

１株当たり純資産額 1,033.55円

１株当たり中間純利益 33.71円

１株当たり純資産額 975.27円

１株当たり当期純利益 76.92円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、新株予

約権（ストックオプション）の未行

使残高がありますが、当社株式は非

上場・非登録であり、期中平均株価

の算出が困難な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

中間純利益金額については、新株予

約権（ストックオプション）の未行

使残高がありますが、当社株式は非

上場・非登録であり、期中平均株価

の算出が困難な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、新株予

約権（ストックオプション）の未行

使残高がありますが、当社株式は非

上場・非登録であり、期中平均株価

の算出が困難なため記載しておりま

せん。 

 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

中間（当期）純利益（百万円） 2,516 1,451 3,342 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －  31 

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－)  (31) 

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円） 
2,516 1,451 3,311 

期中平均株式数（千株） 43,048 43,048 43,048 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

平成13年６月28日定時

株主総会決議ストック

オプション（自己株式

譲渡方式） 

平成13年６月28日定時

株主総会決議ストック

オプション（自己株式

譲渡方式） 

平成13年６月28日定時

株主総会決議ストック

オプション（自己株式

譲渡方式） 

  普通株式1,422,000株

を上限とする。（平成

16年９月30日現在） 

 普通株式1,416,000株

を上限とする。（平成

17年９月30日現在） 

 普通株式1,416,000株

を上限とする。（平成

17年３月31日現在） 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第85期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月30日関東財務局長に提出。 

(2）半期報告書の訂正報告書 

 （第85期中）（自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日）平成17年10月31日関東財務局長に提出。 

(3）有価証券報告書の訂正報告書 

 事業年度（第85期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年10月31日関東財務局長に提出。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

 

 

    平成16年12月14日

藍澤證券株式会社     

取締役会 御中     

      

  あ ず さ 監 査 法 人 

      

   
指定社員 

業務執行社員
公認会計士 横瀬 元治  印 

      

   
指定社員 

業務執行社員
公認会計士 尾関 純  印 

      

      

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている藍澤證

券株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第85期事業年度の中間会計期間（平成16年４月１日から平成

16年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、藍澤證券株式会社の平成16年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成16年４月１日

から平成16年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

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

以 上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 

 

    平成17年12月26日

藍澤證券株式会社     

取締役会 御中     

      

  あ ず さ 監 査 法 人 

      

   
指定社員 

業務執行社員
公認会計士 尾関 純  印 

      

   
指定社員 

業務執行社員
公認会計士 筆野 力  印 

      

      

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている藍澤證

券株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第86期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日から平成

17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財

務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、藍澤證券株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

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

以 上

 （注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。 
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