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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益及び純営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、第83期中間連結会計期間及び第83期については、希薄化効

果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、第85期中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第83期中 第84期中 第85期中 第83期 第84期

会計期間

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18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 9,608 9,549 9,000 17,551 24,199

純営業収益 (百万円) 9,427 9,310 8,782 17,196 23,746

経常利益 (百万円) 2,684 1,955 1,825 3,921 8,338

中間(当期)純利益 (百万円) 2,826 1,692 1,030 3,585 5,565

純資産額 (百万円) 27,799 35,308 38,359 29,443 39,941

総資産額 (百万円) 91,155 109,197 118,953 101,372 149,585

１株当たり純資産額 (円) 352.15 386.90 421.49 372.18 442.09

１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 35.79 19.59 11.40 44.83 62.35

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 19.54 11.32 ― 61.92

自己資本比率 (％) 30.4 32.3 32.0 29.0 26.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,621 2,363 13,650 △283 △16,118

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △231 △2,281 △578 △435 △1,689

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 871 2,012 △11,426 5,402 18,537

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 13,824 19,065 20,092 16,520 18,084

従業員数 (名) 660 721 744 648 710



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 営業収益及び純営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

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

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、第83期中間会計期間及び第83期については、希薄化効果を

有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４ 純資産額の算定にあたり、第85期中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第83期中 第84期中 第85期中 第83期 第84期

会計期間

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18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

営業収益 
(うち受入手数料)

(百万円)
9,063
(7,092)

9,199
(6,880)

8,537
(6,633)

16,719
(13,022)

23,354
(17,400)

純営業収益 (百万円) 8,883 8,960 8,320 16,363 22,902

経常利益 (百万円) 2,429 1,880 1,685 3,601 7,940

中間(当期)純利益 (百万円) 2,609 1,738 889 3,319 5,445

資本金 (百万円) 11,329 13,494 13,494 11,329 13,494

発行済株式総数 (株) 79,055,253 91,355,253 91,355,253 79,055,253 91,355,253

純資産額 (百万円) 27,212 34,596 37,119 28,433 38,994

総資産額 (百万円) 89,646 107,251 116,866 99,300 147,241

１株当たり純資産額 (円) 344.72 379.10 410.82 359.38 431.59

１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 33.04 20.12 9.84 41.46 60.99

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― 20.07 9.77 ― 60.57

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 12.00 17.00

自己資本比率 (％) 30.3 32.2 31.7 28.6 26.4

株主資本配当率 (％) ― ― ― 3.3 3.9

自己資本規制比率 (％) 397.6 477.4 462.5 382.7 435.4

従業員数 (名) 638 698 719 626 686



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要

な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

（新規） 

 下記の投資事業組合を設立し、連結子会社といたしました。また、当中間連結会計期間より「投資事業

組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対

応報告第20号 平成18年９月８日）が公表され、これを適用した結果、18社を非連結子会社、３社を持分

法非適用関連会社としております。 

 
(注) 「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は、間接所有割合で内数であります。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 当社グループは単一事業セグメントを有しており、全連結会社の従業員数の合計を記載しております。 

２ 従業員数は就業人員であります。 

３ 従業員数には、歩合外務員49名、社員外務員７名、臨時職員22名、派遣社員31名は含まれておりません。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数には、歩合外務員49名、社員外務員７名、臨時職員22名、派遣社員30名は含まれておりません。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社の労働組合は、東洋証券従業員組合及び東洋証券労働組合の二組合があり、会社と組合の関

係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。また、連結子会社には労働組合はありませ

ん。 

  

名称 住所 出資金 主要な事業の内容
議決権の所有（又は
被所有）割合（％）

関係内容

東洋証券３号 
投資事業組合

東京都中央区
千円

300,000
投資事業組合

100.0
(3.0)

役員の兼任等…無

従業員数(名)

連結会社合計 744

従業員数(名) 719



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

当中間連結会計期間における国内株式市場は、期初から国内景気・企業収益の拡大やデフレ脱却への期

待を背景に活況を呈し、日経平均株価は４月７日に17,563円の年初来高値をつけました。しかし、期半ば

にかけては原油価格の高騰や急激な円高、米国景気の減速懸念など外部環境の悪化を背景に外国人投資家

の売り圧力が強まり、日経平均株価は６月13日に終値ベースで14,218円の年初来安値をつけました。７月

以降は日米の金融政策に対する先行き不透明感や原油価格の動向を懸念する見方と、内需主導型の国内景

気拡大や足元の好調な企業業績を評価する見方とが交錯し、日経平均株価は15,000円台を中心に一進一退

の動きが続きました。９月に入って機械受注統計など一部経済指標の悪化から国内景気の先行き懸念が浮

上し、外国人投資家を中心に売り注文が膨らむ場面もありましたが、月末にかけては安倍新政権への期待

や米国株高を好感して戻り歩調をたどり、中間連結会計期間末の日経平均株価は16,127円で終わりまし

た。 

 また、債券市場は日銀のゼロ金利解除観測の高まりや堅調な株価、欧米金利の上昇等を嫌気し４月に10

年長期国債利回りは一時２％までに上昇しました。その後は株価や欧米金利の動向を睨み７月に日銀のゼ

ロ金利政策の解除が実施されたものの、概ね1.9％台から1.7％台の推移となりました。８月には７月の全

国消費者物価指数の上昇が市場予想を大幅に下回ると買い一色となり、９月にかけて上値の重い株価や米

国債券高等から1.6％台と堅調な展開となりました。 

 このような状況のもと、当社グループの当中間連結会計期間の業績の概況は以下のようになりました。

(1) 業績の概況 

当中間連結会計期間の当社グループの営業収益は90億円（前年同期比94.2％）になり、経常利益は18

億25百万円（前年同期比93.3％）、中間純利益は10億30百万円（前年同期比60.8％）になりました。 

  



① 受入手数料 

  

 
受入手数料の合計は70億36百万円(前年同期比97.5％)になりました。科目別の概況は以下のとおり

であります。 

  

(委託手数料) 

日経平均株価は下落したものの、出来高は増加し、当中間連結会計期間の東証一部・二部の１日平

均売買代金は２兆5,048億円と前年同期比155.1％に増加しましたが、当社の株式委託売買代金は２兆

1,513億円と前年同期比94.2％に減少しました。このような状況のなか、当社グループの株式委託手

数料は43億82百万円と前年同期比84.0％になりました。また、転換社債型新株予約権付社債を中心と

した債券委託手数料は１百万円（前年同期比73.9％）になりました。 

  

(引受け・売出し手数料) 

引受け・売出し手数料は、株式引受け・売出し手数料が１億５百万円（前年同期比39.4％）、地方

債や社債の債券引受け・売出し手数料が４百万円（前年同期比90.4％）になりました。 

  

(募集・売出しの取扱手数料、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・売出しの取扱手数料は８億59百万円（前年同期比

177.6％）、また、投資信託の代行手数料が中心のその他の受入手数料は16億76百万円（前年同期比

135.4％）になりました。 

  

期別 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)

前中間
連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

委託手数料 5,215 2 2 ― 5,220

引受け・売出し手数料 267 5 ― ― 272

募集・売出しの取扱手数料 2 8 472 ― 483

その他の受入手数料 92 5 765 374 1,237

計 5,577 21 1,240 374 7,214

当中間
連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

委託手数料 4,382 1 6 ― 4,390

引受け・売出し手数料 105 4 ― ― 110

募集・売出しの取扱手数料 2 9 847 ― 859

その他の受入手数料 98 2 1,183 391 1,676

計 4,588 18 2,037 391 7,036



② トレーディング損益 

  

 
トレーディング損益は、株券等が４億38百万円（前年同期比43.5％）、債券等が５億８百万円（前

年同期比113.2％）、その他が３億60百万円（前年同期比106.9％）で合計13億７百万円（前年同期比

72.9％）になりました。 

  

③ 金融収支 

金融収益は６億46百万円（前年同期比128.7％）、金融費用は２億17百万円（前年同期比91.1％）

で差引収支は４億28百万円（前年同期比162.8％）になりました。 

  

④ 販売費・一般管理費 

懸命な合理化を図り削減に努めた結果、販売費・一般管理費は72億28百万円（前年同期比96.6％）

になりました。 

  

⑤ 営業外損益 

営業外収益は２億89百万円（前年同期比169.2％）、営業外費用は17百万円（前年同期比39.3％）

で差引損益は２億71百万円（前年同期比216.6％）になりました。 

  

⑥ 特別損益 

特別利益はほとんど発生しておらず（前年同期比0.0％）、特別損失は証券取引責任準備金繰入れ

１億５百万円、投資有価証券評価減80百万円等により２億４百万円（前年同期比136.3％）になりま

した。 

  

区分

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

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 1,055 △47 1,007 462 △24 438

債券等 444 4 448 497 11 508

その他 335 2 337 362 △1 360

計 1,834 △41 1,793 1,322 △14 1,307



(2) キャッシュ・フローの状況 

現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高は200億92百万円と前年同期に比べ10億26百万円の増

加になりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは136億50百万円の収入となり、前年同期に比べて112億86百万円

の収入の増加になりました。主な理由は、株式市場の状況による顧客分別金信託の減少による収入81億

34百万円（前年同期は23億30百万円の支出）、信用取引資産と信用取引負債のネット金額の減少に伴う

収入74億68百万円（前年同期は１億95百万円の支出）によるものであります。 

  

（投資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・フローは５億78百万円の支出となり、前年同期に比べ17億２百万円の支

出の減少となりました。主な理由は、前年同期に比べ投資有価証券の取得による支出が17億88百万円減

少したことによるものであります。 

  

（財務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・フローは114億26百万円の支出となり、前年同期に比べ134億38百万円の

支出の増加になりました。主な理由は、短期借入金の減少に伴う支出99億９百万円（前年同期は13億33

百万円の支出）によるものであります。 

  

  



(3) トレーディング業務の概要 

(トレーディング商品) 

  

 
  

(トレーディングのリスク管理) 

当社は、マーケットリスクの管理を分掌する専門部署として「リスク管理部」を設置しております。

 リスク管理部は、トレーディングでの収益、資金及びリスクを包括的に管理する体制を取っておりま

す。特に、派生商品等のマーケットリスクに関しては、リアルタイムでモニタリングを行い、迅速な経

営判断が出来るようにしております。また、自己資本規制比率、バリュー・アット・リスクなど重要な

管理指標については、リスク管理部において日々計測されております。一方、トレーディングの現場に

おいては、「自己勘定取引ガイドライン」等のルールを定め、これを遵守させるべく、フロントでのチ

ェック体制を整備しております。   

  

２ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

  

３ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

４ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  

なお、「第２ 事業の状況」に記載の消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。

  

区分
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日現在)

金額(百万円) 金額(百万円)

資産の部のトレーディング商品 3,692 2,247

商品有価証券等 3,686 2,244

株券 525 149

債券 3,149 2,092

受益証券 11 3

デリバティブ取引 5 3

為替予約取引 5 3



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

 （重要な設備計画の完了） 

    前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間中に完了したものは 

 次のとおりであります。 

 
(注)投資額は、店舗改装に伴い発生した建物内装工事等であります。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  前連結会計年度末に計画しておりました当社広島支店の店舗改装の設備計画は、計画の見直しに伴

い、着手予定年月を延期いたしました。当中間連結会計期間末における変更後の着手予定年月は未定で

あります。 

 また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

なお、「第３ 設備の状況」に記載の金額については、消費税等を含んでおりません。 

  

会社名
事業所名
(所在地)

内容
投資額
(百万円)

完成年月日

 提出会社
名古屋支店 
(愛知県名古屋市中
区)

 店舗改装(賃借) 30 平成18年５月



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】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 316,000,000

計 316,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22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 91,355,253 91,355,253

東京証券取引所
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部

完全議決権株式であり、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 91,355,253 91,355,253 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

当社は旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受権を発行しております。 

  

 
(注) 株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行(転換社債の転換、新株引受権証券による権利行使の場合を除

く。)するときは、次の算式により譲渡価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

株主総会の特別決議日(平成12年６月29日)

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,474,000 1,442,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 394(注) 同左

新株予約権の行使期間
平成14年６月29日～
平成22年６月28日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格       394
資本組入額       200

同左

新株予約権の行使の条件

対象者として権利を付与さ
れた者は、当社の取締役また
は従業員たる地位を失った後
も、これを行使することがで
きる。また、権利を付与され
た者が死亡した場合は、相続
人がこれを行使することがで
きる。ただし、いずれの場合
にも、当社と付与の対象者と
の間で締結する権利付与契約
に定める条件による。 
 この他、権利行使の条件
は、本総会決議及び取締役会
決議に基づき、当社と付与の
対象者との間で締結する権利
付与契約によるものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入そ

の他の処分は認めない。
同左

代用払込みに関する事項 ― ―

既発行 
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後 
発行価額

＝
調整前
発行価額

×
１株当たりの時価

既発行株式数＋分割・新株発行による増加株式数



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
          

  

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
 (注)１ 住友生命保険相互会社から平成17年８月12日付で近畿財務局に提出された大量保有報告書により、平成 

 17年７月31日現在で6,078千株(株式保有割合6.65％)の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、 

 当社として当中間会計期間末現在の実質所有株式数の確認できない部分については上記表には含めておりま 

 せん。 

   ２ ＫＥＮＺＯアセットマネジメント株式会社から平成18年９月27日付で関東財務局に提出された大量保有報 

 告書により、平成18年９月22日現在で5,064千株(株式保有割合5.54％)の株式を所有している旨の報告を受 

 けておりますが、当社として当中間会計期間末現在の実質所有株式数の確認できない部分については上記表 

 には含めておりません。 

  なお、プリベチューリッヒアセット・マネジメント株式会社は、平成18年６月30日にＫＥＮＺＯアセット 

 マネジメント株式会社に商号を変更しております。 

  

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18年９月30日 ― 91,355,253 ― 13,494 ― 9,650

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(％)

日本証券代行株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－４ 6,860 7.50

住友生命保険相互会社 
(常任代理人 日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社)

東京都中央区築地７丁目18－24
(東京都中央区晴海１丁目８－11)

5,449 5.96

株式会社広島銀行 
(常任代理人 資産管理サービス
信託銀行株式会社)

広島県広島市中区紙屋町１丁目３－８
(東京都中央区晴海１丁目８－12)

3,120 3.41

水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋３丁目13－５ 3,072 3.36

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11－３ 3,054 3.34

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－11 2,620 2.86

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 2,378 2.60

ＫＥＮＺＯアセットマネジメン
ト株式会社           

東京都千代田区霞が関３丁目２－５ 2,264 2.47

ビービーエイチパトナムインタ
ーナショナルボイジャーファン
ド 
(常任代理人 香港上海銀行東京
支店)

ONE POST OFFICE SQ BOSTON MASSACHUSETTS
02109 
(東京都中央区日本橋３丁目11－１)

1,854 2.02

ステートストリートバンクアン
ドトラストカンパニー505019 
(常任代理人 株式会社みずほコ
ーポレート銀行兜町証券決済業
務室)

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518
IFSC DUBLIN, IRELAND 
(東京都中央区日本橋兜町６－７)

1,800 1.97

計 ― 32,471 35.54



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株(議決権９個)含まれており

ます。 

２ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式382株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権１個)あります。な

お、当該株式数は上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部の市場相場によっております。 

  

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

1,003,000
―

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

89,386,000
89,386 同上

単元未満株式
普通株式

966,253
― 同上

発行済株式総数 91,355,253 ― ―

総株主の議決権 ― 89,386 ―

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) 
東洋証券株式会社

東京都中央区八丁堀 
４丁目７番１号

1,003,000 ― 1,003,000 1.09

計 ― 1,003,000 ― 1,003,000 1.09

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 881 844 682 661 664 646

最低(円) 793 649 546 541 560 536



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりでありま

す。 

（役職の異動） 

 
  

４ 【業務の状況】 

(1) 受入手数料の内訳 

  

 
  

(2) トレーディング損益の内訳 

  

 
  

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役
(営業本部長兼営業企画部長
兼営業企画部、広島支店担
当兼証券本部、情報部管掌)

専務取締役
(営業本部長兼営業企画部、

広島支店担当兼 
証券本部、情報部管掌)

齊 藤  實 平成18年９月１日

専務取締役
(営業本部長兼営業企画部、

広島支店担当兼 
証券本部、情報部管掌)

専務取締役
(営業本部長兼営業企画部長
兼営業企画部、広島支店担
当兼証券本部、情報部管掌)

齊 藤  實 平成18年９月11日

常務取締役
(監査部、人事総務部、 
引受審査室担当兼 
リスク管理部管掌)

常務取締役
(人事総務部、 

引受審査室担当兼監査部、 
リスク管理部管掌)

篠 田 哲 志 平成18年９月11日

期別 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)

第84期
中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

委託手数料 4,958 2 2 ― 4,962

引受け・売出し手数料 259 5 ― ― 264

募集・売出しの取扱手数料 2 8 472 ― 483

その他の受入手数料 92 5 765 306 1,169

計 5,312 21 1,240 306 6,880

第85期
中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

委託手数料 4,047 1 6 ― 4,054

引受け・売出し手数料 105 4 ― ― 110

募集・売出しの取扱手数料 2 9 847 ― 859

その他の受入手数料 98 2 1,183 324 1,609

計 4,253 18 2,037 324 6,633

区分

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

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 1,063 △12 1,050 463 △24 439

債券等 444 4 448 497 11 508

その他 335 2 337 362 △1 360

計 1,843 △6 1,836 1,323 △14 1,308



(3) 自己資本規制比率 

  

 
(注) 市場リスク相当額の月末平均額は前中間会計期間1,392百万円、当中間会計期間1,675百万円、月末最大額は前

中間会計期間1,771百万円、当中間会計期間1,888百万円、取引先リスク相当額の月末平均額は前中間会計期間

1,039百万円、当中間会計期間1,507百万円、月末最大額は前中間会計期間1,089百万円、当中間会計期間1,856百

万円であります。 

  

(4) 有価証券の売買等業務の状況 

① 株券(先物取引を除く) 

  

 
  

区分
第84期中間会計期間末
(平成17年９月30日現在)

第85期中間会計期間末 
(平成18年９月30日現在)

基本的項目(百万円) (A) 31,843 33,814

補完的項目

その他有価証券評価 
差額金(評価益)等 
(百万円)

2,753 3,304

証券取引責任準備金等 
(百万円)

618 876

一般貸倒引当金 
(百万円)

7 1

計(百万円) (B) 3,379 4,182

控除資産(百万円) (C) 8,774 8,799

固定化されていない 
自己資本(百万円)

(A)＋(B)－(C) (D) 26,448 29,196

リスク相当額

市場リスク相当額 
(百万円)

1,267 1,320

取引先リスク相当額 
(百万円)

1,089 1,319

基礎的リスク相当額 
(百万円)

3,182 3,672

計(百万円) (E) 5,539 6,311

自己資本規制比率(％) (D)／(E)×100 477.4 462.5

期別

受託 自己 合計

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)

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

5,872,326 2,281,946 1,067,256 939,467 6,939,583 3,221,414

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

4,368,141 2,151,365 1,006,039 945,103 5,374,180 3,096,468



② 債券(先物取引を除く) 

  

 
  

③ 受益証券 

  

 
  

④ 株式先物取引等 

  

 
  

⑤ 債券先物取引等 

  

 
  

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

267 17,970 18,238

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

693 12,917 13,611

期別 受託(百万円) 自己(百万円) 合計(百万円)

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

7,748 1,199 8,947

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

17,893 1,852 19,745

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)

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

82,490 4,152,250 118,645 646,229 4,999,614

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

133,250 6,479,772 191,513 1,828,028 8,632,563

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)

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

1,405 24,815,988 ― 702,424 25,519,818

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

― 42,473,245 ― 503,397 42,976,642



(5) 有価証券の引受け、売出し業務及び募集、売出し又は私募の取扱い業務の状況 

① 株券 

  

 
  

② 債券 

  

 
  

③ 受益証券 

  

 
  

期別
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)

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

6,428 6,326 33 2 ―

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

2,982 2,893 84 ― ―

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)

第84期
中間会計期間

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

国債 4,314 ― 1,780 ― ―

地方債 2,626 ― 224 ― ―

特殊債 ― ― ― ― ―

社債 2,160 ― 1,460 ― ―

外国債券 ― ― ― 4,926 ―

合計 9,100 ― 3,464 4,926 ―

第85期
中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

国債 1,846 ― 1,846 ― ―

地方債 2,587 ― 669 ― ―

特殊債 ― ― ― ― ―

社債 1,625 ― 1,125 ― ―

外国債券 ― ― ― 2,876 ―

合計 6,058 ― 3,640 2,876 ―

期別
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)

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

― ― 12,817 316,297 ―

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

― ― 32,496 303,100 ―



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「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。以下「中間連結財務諸表規則」という。)並びに同規則第48条・第69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)及び「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。 

  なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 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。)並びに同規則第38条・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)及び「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。 

  なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規

則に基づい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、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年

９月30日まで)及び第84期中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)並びに当中間連結

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び第85期中間会計期間(平成18年４月１日から

平成18年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び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。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日現在)

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)

流動資産

現金・預金 ※２ 20,904 21,096 18,930

預託金 22,491 20,516 28,651

顧客分別金信託 22,315 20,340 28,475

その他の預託金 176 176 176

トレーディング商品 ※２ 3,692 2,247 2,642

商品有価証券等 3,686 2,244 2,636

デリバティブ取引 5 3 5

約定見返勘定 467 ― 85

信用取引資産 41,202 54,624 75,317

信用取引貸付金 38,941 53,657 74,312

信用取引借証券担保金 2,260 967 1,005

立替金 577 863 1,526

短期差入保証金 512 509 509

短期貸付金 106 43 81

未収収益 1,144 1,084 1,104

その他の商品 1,541 1,190 1,506

繰延税金資産 369 319 751

その他の流動資産 588 206 238

貸倒引当金 △7 △1 △3

流動資産計 93,590 85.71 102,702 86.34 131,341 87.80

固定資産

有形固定資産 ※1,2 2,414 2,088 2,114

無形固定資産 1,113 1,196 1,226

投資その他の資産 12,079 12,965 14,902

投資有価証券 ※２ 10,384 11,367 13,329

長期貸付金 9 6 7

長期差入保証金 1,368 1,261 1,253

その他の投資等 1,090 1,089 1,072

貸倒引当金 △773 △759 △760

固定資産計 15,607 14.29 16,250 13.66 18,243 12.20

資産合計 109,197 100.00 118,953 100.00 149,585 100.00



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日現在)

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
(％)

(負債の部)

流動負債

約定見返勘定 ― 2 ―

信用取引負債 26,423 24,945 38,170

信用取引借入金 ※２ 21,233 21,821 33,934

信用取引貸証券受入金 5,190 3,124 4,235

預り金 18,319 16,246 17,387

顧客からの預り金 14,680 12,364 14,234

募集等受入金 535 1 12

その他の預り金 3,103 3,879 3,140

受入保証金 8,572 12,029 11,606

短期借入金 ※２ 14,489 22,099 32,009

１年以内に返済すべき 
長期借入金

※２ 300 300 300

未払法人税等 596 210 3,404

繰延税金負債 74 43 76

賞与引当金 610 612 914

本社移転費用引当金 32 ― ―

その他の流動負債 1,350 742 1,227

流動負債計 70,770 64.81 77,233 64.93 105,096 70.26

固定負債

繰延税金負債 1,822 2,196 3,035

退職給付引当金 243 50 180

その他の固定負債 209 237 226

固定負債計 2,276 2.08 2,484 2.09 3,442 2.30

特別法上の準備金 ※３

証券取引責任準備金 618 876 770

特別法上の準備金計 618 0.57 876 0.73 770 0.52

負債合計 73,665 67.46 80,593 67.75 109,309 73.08

(少数株主持分)

少数株主持分 223 0.21 ― ― 334 0.22



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日現在)

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
(％)

(資本の部)

資本金 13,494 12.36 ― ― 13,494 9.02

資本剰余金 9,662 8.85 ― ― 9,650 6.45

利益剰余金 9,410 8.62 ― ― 13,009 8.70

その他有価証券評価差額金 2,919 2.67 ― ― 4,689 3.13

為替換算調整勘定 △149 △0.14 ― ― △77 △0.05

自己株式 △29 △0.03 ― ― △825 △0.55

資本合計 35,308 32.33 ― ― 39,941 26.70

負債、少数株主持分 
及び資本合計

109,197 100.00 ― ― 149,585 100.00

(純資産の部)

株主資本

資本金 ― ― 13,494 11.34 ― ―

資本剰余金 ― ― 9,650 8.11 ― ―

利益剰余金 ― ― 12,425 10.45 ― ―

自己株式 ― ― △753 △0.63 ― ―

株主資本合計 ― ― 34,817 29.27 ― ―

評価・換算差額等

その他有価証券 
評価差額金

― ― 3,338 2.81 ― ―

為替換算調整勘定 ― ― △74 △0.06 ― ―

   評価・換算差額等合計 ― ― 3,264 2.75 ― ―

少数株主持分 ― ― 277 0.23 ― ―

純資産合計 ― ― 38,359 32.25 ― ―

負債・純資産合計 ― ― 118,953 100.00 ― ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18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
(％)

営業収益

受入手数料 7,214 7,036 18,131

委託手数料 5,220 4,390 13,529

引受け・売出し手数料 272 110 395

募集・売出しの取扱手数料 483 859 1,150

その他の受入手数料 1,237 1,676 3,055

トレーディング損益 ※１ 1,793 1,307 4,815

金融収益 501 646 1,150

その他の営業収益 39 10 101

営業収益計 9,549 100.00 9,000 100.00 24,199 100.00

金融費用 238 2.50 217 2.42 452 1.87

純営業収益 9,310 97.50 8,782 97.58 23,746 98.13

営業費用

販売費・一般管理費 7,479 7,228 15,627

取引関係費 1,342 1,407 2,808

人件費 ※２ 3,554 3,506 7,834

不動産関係費 1,186 993 2,202

事務費 861 760 1,688

減価償却費 298 337 648

租税公課 87 73 187

貸倒引当金繰入れ ― 4 ―

その他 148 144 257

営業費用計 7,479 78.33 7,228 80.31 15,627 64.58

営業利益 1,830 19.17 1,554 17.27 8,119 33.55

営業外収益

受取家賃 63 66 126

投資有価証券配当金 65 170 99

生命保険配当金 22 17 24

その他 19 35 41

営業外収益計 170 1.79 289 3.21 292 1.21

営業外費用

売買差損金 2 1 7

固定資産除却損 ― 8 6

新株発行費 30 ― 32

その他 12 7 25

営業外費用計 45 0.48 17 0.20 72 0.30

経常利益 1,955 20.48 1,825 20.28 8,338 34.46



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18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
(％)

特別利益

固定資産売却益 ※３ ― ― 127

偶発損失引当金れい入 78 ― 78

貸倒引当金れい入 0 0 2

特別利益計 79 0.83 0 0.00 208 0.86

特別損失

固定資産売却損 ※４ ― ― 16

固定資産除却損 ※５ 10 17 13

投資有価証券評価減 4 80 4

ゴルフ会員権評価減 0 ― ―

減損損失 ※６ 26 ― 26

証券取引責任準備金繰入れ 107 105 259

特別損失計 149 1.56 204 2.26 320 1.32

税金等調整前 
中間(当期)純利益

1,885 19.75 1,621 18.02 8,226 34.00

法人税、住民税及び事業税 558 5.85 166 1.85 3,391 14.01

法人税等調整額 △369 △3.87 435 4.84 △754 △3.11

少数株主利益又は 
少数株主損失（△）

4 0.05 △10 △0.11 24 0.10

中間(当期)純利益 1,692 17.72 1,030 11.44 5,565 23.00



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
連結剰余金計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

資本剰余金期首残高 7,510 7,510

資本剰余金増加高

増資による新株式の発行 2,152 2,152

自己株式処分差益 0 2,152 ― 2,152

資本剰余金減少高

自己株式処分差益取崩額 ― ― 12 12

資本剰余金中間期末(期末)残高 9,662 9,650

(利益剰余金の部)

利益剰余金期首残高 8,712 8,712

利益剰余金増加高

中間（当期）純利益 1,692 1,692 5,565 5,565

利益剰余金減少高

配当金 947 947

取締役賞与金 46 46

自己株式処分差損 ― 993 275 1,268

利益剰余金中間期末(期末)残高 9,410 13,009



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

項   目

株主資本

 
資本金 
 

資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高 
(百万円)

13,494 9,650 13,009 △825 35,329

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,534 △1,534

 取締役賞与金 △39 △39

 中間純利益 1,030 1,030

 自己株式の処分 △40 85 44

 自己株式の取得 △12 △12

中間連結会計期間中の変動額
合計(百万円)

△583 72 △511

平成18年９月30日残高 
(百万円)

13,494 9,650 12,425 △753 34,817

項   目

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高 
(百万円)

4,689 △77 4,612 334 40,275

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,534

 取締役賞与金 △39

 中間純利益 1,030

 自己株式の処分 44

 自己株式の取得 △12

 株主資本以外の項目の中間 
 連結会計期間中の変動額 
 (純額)

△1,350 3 △1,347 △57 △1,404

中間連結会計期間中の変動額 
合計(百万円)

△1,350 3 △1,347 △57 △1,916

平成18年９月30日残高 
(百万円)

3,338 △74 3,264 277 38,359



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18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

税金等調整前 
中間(当期)純利益

1,885 1,621 8,226

減価償却費 298 337 648

減損損失 26 ― 26

のれん償却額 ― 21 ―

貸倒引当金の減少額 △0 △3 △17

賞与引当金の増減額 29 △302 333

本社移転費用引当金の 
減少額

△167 ― △200

偶発損失引当金の減少額 △195 ― △195

退職給付引当金の減少額 △59 △129 △122

証券取引責任準備金の 
増加額

107 105 259

投資有価証券評価減 4 80 4

ゴルフ会員権評価減 0 ― ―

有形固定資産等売却損益 0 0 △111

固定資産除却損 89 26 20

受取利息及び受取配当金 △123 △259 △241

支払利息 73 100 155

為替差益 △327 △360 △607

顧客分別金信託の増減額 △2,330 8,134 △8,489

トレーディング商品の 
増減額

△337 394 699

信用取引資産の増減額 2,534 20,692 △31,580

信用取引負債の増減額 △2,729 △13,224 9,017

立替金及び預り金の増減額 2,722 △474 802

貸付金の増減額 △50 37 △24

その他の商品の増減額 278 △11 328

その他 667 88 5,001

小計 2,396 16,876 △16,067

利息及び配当金の受取額 124 249 243

利息の支払額 △77 △98 △160

法人税等の支払額 △80 △3,377 △133

営業活動による 
キャッシュ・フロー

2,363 13,650 △16,118



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18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

定期預金の預入れによる 
支出

△221 △259 △221

定期預金の払戻しによる 
収入

100 100 1,100

投資有価証券の取得よる 
支出

△1,806 △17 △1,822

投資有価証券の売却による 
収入

― ― 11

関係会社株式等の取得によ
る 
支出

― △57 ―

有形固定資産等の取得 
による支出

△361 △349 △1,142

有形固定資産等の売却 
による収入

0 0 350

営業活動以外の貸付の
回収による収入

0 0 1

その他の投資活動による 
収入

6 3 34

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△2,281 △578 △1,689

Ⅲ 財務活動による
キャッシュ・フロー

短期借入金の増減(純額) △1,333 △9,909 16,183

自己株式の売買による 
増減(純額)

△12 31 △1,095

親会社の新株の発行による
収入

4,317 ― 4,317

少数株主の増資引受による
払込額

― ― 91

親会社による配当金の 
支払額

△947 △1,534 △947

少数株主への配当金の 
支払額

△11 △13 △11

財務活動による 
キャッシュ・フロー

2,012 △11,426 18,537

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額

450 361 834

Ⅴ 現金及び現金同等物
の増加額

2,545 2,007 1,564

Ⅵ 現金及び現金同等物
の期首残高

16,520 18,084 16,520

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

19,065 20,092 18,084



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

  子会社６社はすべて連結してお

ります。

連結子会社名

東洋証券亜州有限公司

東洋キャピタル㈱

洋証商事㈱

東洋サプライ㈱

東洋証券投資事業組合

東洋証券２号投資事業組合

１ 連結の範囲に関する事項

 (1) 連結子会社の数  ７社

 連結子会社名

東洋証券亜洲有限公司

東洋キャピタル㈱

洋証商事㈱

東洋サプライ㈱

東洋証券投資事業組合

東洋証券２号投資事業組合

東洋証券３号投資事業組合

  なお、東洋証券３号投資事業組

合は、設立を理由に当中間連結会

計期間より連結子会社に含めてお

ります。

 (2) 主要な非連結子会社名

東洋キャピタル投資事業 

組合

東洋アンビシャス投資事業

有限責任組合

東洋ステップアップ１号 

投資事業有限責任組合

 （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社18社は、いずれも

小規模であり、合計の総資産、投

資収益、中間純損益及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いず

れも中間連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためでありま

す。

１ 連結の範囲に関する事項

  子会社６社はすべて連結してお

ります。

連結子会社名

東洋証券亜州有限公司

東洋キャピタル㈱

洋証商事㈱

東洋サプライ㈱

東洋証券投資事業組合

東洋証券２号投資事業組合

２ 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

 (1) 持分法を適用した非連結子会

社

 該当事項はありません。

 (2) 持分法を適用した関連会社

 該当事項はありません。

 (3) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な

会社等の名称

(非連結子会社) 

   東洋キャピタル投資事業 

   組合

東洋アンビシャス投資事業

有限責任組合

東洋ステップアップ１号 

投資事業有限責任組合

 （持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、それぞれ

中間純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため、持分

法の適用から除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

 連結子会社のうち東洋証券投資

事業組合及び東洋証券２号投資事

業組合の中間決算日は、６月30日

であります。

 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の中間財務諸表

を使用し、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。 

 

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) トレーディングの目的と範囲

   トレーディング業務は、顧客

との取引により顧客の資産運用

等のニーズに対応することと自

己の計算に基づき利益を確保す

ること、及び損失を減少させる

ことを目的としております。ま

た、その範囲は①有価証券等の

現物取引、②株価指数、国債証

券等に係る先物取引やオプショ

ン取引等の取引所取引の金融派

生商品、③先物外国為替取引等

の取引所取引以外の金融派生商

品であります。

 (2) トレーディングに関する有価

証券等の評価基準及び評価方法

   当社におけるトレーディング

商品並びに連結子会社のトレー

ディングに関する有価証券(売

買目的有価証券)及びデリバテ

ィブ取引等については、時価法

を採用しております。

 (3) トレーディング関連以外の有

価証券等の評価基準及び評価方

法

・その他有価証券

① 時価のあるもの

     中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価をもって

中間連結貸借対照表価額と

し、取得原価との評価差額

を全部資本直入する方法に

よっております。(売却原

価は移動平均法により算定

しております。)

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

 連結子会社のうち東洋証券投資

事業組合、東洋証券２号投資事業

組合及び東洋証券３号投資事業組

合の中間決算日は、６月30日であ

ります。

 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同日現在の中間財務諸表

を使用し、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っておりま

す。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) トレーディングの目的と範囲

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) トレーディングに関する有価

証券等の評価基準及び評価方法

 同左 

 

 

 

 

 

 (3) トレーディング関連以外の有

価証券等の評価基準及び評価方

法

・その他有価証券

① 時価のあるもの

     中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価をもって

中間連結貸借対照表価額と

し、取得原価との評価差額

を全部純資産直入する方法

によっております。(売却

原価は移動平均法により算

定しております。)

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

 連結子会社のうち東洋証券投資

事業組合及び東洋証券２号投資事

業組合の決算日は、12月31日であ

ります。

 連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

 

 

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) トレーディングの目的と範囲

 同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) トレーディングに関する有価

証券等の評価基準及び評価方法

 同左 

 

 

 

 

 

 (3) トレーディング関連以外の有

価証券等の評価基準及び評価方

法

・その他有価証券

① 時価のあるもの

     連結決算日の市場価格等

に基づく時価をもって連結

貸借対照表価額とし、取得

原価との評価差額を全部資

本直入する方法によってお

ります。(売却原価は移動

平均法により算定しており

ます。)

② 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。

② 時価のないもの

      同左

② 時価のないもの

      同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

③ 投資事業有限責任組合

等への出資

     原価法によっておりま

す。ただし、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、組合決算の損

益の持分相当額を各中間連

結会計期間の損益として計

上しております。又、組合

等がその他有価証券を保有

している場合で当該有価証

券に評価差額金がある場合

には、評価差額金に対する

持分相当額をその他有価証

券評価差額金に計上してお

ります。

 (4) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

   有形固定資産……親会社及び

国内連結子会社は、定率法を採

用しております。なお、耐用年

数及び残存価額については、法

人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物付属設備を除

く。)については定額法を採用

しております。

   在外連結子会社は、定額法を

採用しております。

   無形固定資産……定額法を採

用しております。なお、耐用年

数については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によって

おります。ただし、ソフトウェ

ア(自社利用分)については、社

内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっておりま

す。

③ 投資事業有限責任組合

等への出資

      同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

   有形固定資産……同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   無形固定資産……同左

③ 投資事業有限責任組合

等への出資

     原価法によっておりま

す。ただし、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、組合決算の損

益の持分相当額を各連結会

計年度の損益として計上し

ております。又、組合等が

その他有価証券を保有して

いる場合で当該有価証券に

評価差額金がある場合に

は、評価差額金に対する持

分相当額をその他有価証券

評価差額金に計上しており

ます。

 (4) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

   有形固定資産……同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   無形固定資産……同左

 (5) 繰延資産の処理方法

   新株発行費……支払時に全額

費用処理しております。

 (5) 繰延資産の処理方法

   株式交付費……支払時に全額

費用処理しております。

 (5) 繰延資産の処理方法

   新株発行費……支払時に全額

費用処理しております。

 (6) 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、主として、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。

 (6) リース取引の処理方法

    同左

 (6) リース取引の処理方法

    同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (7) 引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    貸付金等の貸倒損失に備え

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検討し、

回収不能見込額を計上してお

ります。ただし、在外連結子

会社は個別の債権について貸

倒見積額を計上しておりま

す。

  ② 賞与引当金

    従業員の賞与の支払いに備

えるため、所定の計算方法に

よる支払見込額を計上してお

ります。

  ③ 本社移転費用引当金

    本社移転に伴い発生する費

用に備えるため、発生の可能

性が高いと見込まれる金額に

ついて計上しております。

  ④ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

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

連結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、一部

の連結子会社については、簡

便法を採用しております。

    数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５

年)による按分額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度より費

用処理しております。

   (追加情報)

    前連結会計年度の下期より

一部の連結子会社について

は、退職金規程を整備したこ

とに伴い、退職給付引当金を

計上しております。

    なお、退職金規程の整備に

伴い、発生した過去勤務債務

については、発生時に一括し

て費用処理しております。

 (7) 引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

     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、当連結会計年度末にお

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

連結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、一部

の連結子会社については、簡

便法を採用しております。

    数理計算上の差異について

は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５

年)による按分額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度より費

用処理しております。

   

   

   

    

    

 (7) 引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

     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、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結

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、一部の連

結子会社については、簡便法

を採用しております。

    数理計算上の差異について

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(５年)による按分額を翌

連結会計年度より費用処理す

ることとしております。

   

    

     

 



前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (8) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、中間

連結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。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

「資本の部」における「為替換

算調整勘定」に含めておりま

す。

 (8) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、中間

連結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。な

お、在外子会社等の資産及び負

債は、中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

「純資産の部」における「為替

換算調整勘定」に含めておりま

す。

 (8) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、連結

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。なお、

在外子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は「資本の

部」における「為替換算調整勘

定」に含めて計上しておりま

す。

 (9) 消費税等の会計処理方法

   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。

 (9) 消費税等の会計処理方法

    同左

 (9) 消費税等の会計処理方法

    同左

５ 中間連結キャッシュ・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、３ヶ月以内に満期日の到来す

る定期預金等の随時引き出し可能

な預金からなっております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

   同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

    同左



会計処理の変更 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号)を適用

しております。 

 これにより税金等調整前中間純利

益が26百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等)

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響額は

ありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、38,082百万円で

あります。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

ます。

(投資事業組合に対する支配力基準
及び影響力基準の適用に関する実務
上の取扱い)

 「投資事業組合に対する支配力基

準及び影響力基準の適用に関する実

務上の取扱い」(企業会計基準委員会

実務対応報告第20号 平成18年９月

８日)が公表され、公表日以降終了す

る中間連結会計期間に係る中間連結

財務諸表から適用されることになっ

たことに伴い、当中間連結会計期間

から同実務対応報告を適用しており

ます。これに伴い、非連結子会社及

び持分法非適用関連会社に該当する

ことになった投資事業組合に対する

出資金については、当中間連結会計

期間より「その他の商品」から「投

資有価証券」に含めて表示する方法

に変更いたしました。当中間連結会

計期間の「投資有価証券」に含まれ

る当該金額は、166百万円でありま

す。 

 なお、これによる損益に与える影

響額はありません。

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当連結会計年度から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号)を適用し

ております。 

 これにより税金等調整前当期純利

益が26百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき当該各資産の金額から直接控除

しております。

(退職給付に係る会計基準)

 当連結会計年度から「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正」(企業

会計基準第３号 平成17年３月16日)

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響額は

ありません。



  

表示方法の変更 

  

 
  

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(中間連結貸借対照表)

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となり、「金融商品会計に関する実務指

針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、当中間連結会計期間から投資

事業有限責任組合及びこ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)

を「その他の投資等」から「投資有価証券」として表示

する方法に変更いたしました。 

 なお、当中間連結会計期間の「投資有価証券」に含ま

れる当該出資の額は222百万円であります。

――――――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日現在)

※１ 有形固定資産より控除した減

価償却累計額

2,702百万円

※１ 有形固定資産より控除した減

価償却累計額

2,591百万円

※１ 有形固定資産より控除した減

価償却累計額

2,588百万円

※２(1) 担保に供されている資産

預金 1,100百万円

トレーディング
商品

1,224

有形固定資産 897

投資有価証券 5,988

計 9,209

 

※２(1) 担保に供されている資産

有形固定資産 707百万円

投資有価証券 6,551

計 7,259

※２(1) 担保に供されている資産

預金 100百万円

トレーディング
商品

660

有形固定資産 710

投資有価証券 8,547

計 10,017

 

  (2) 担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 21,233百万円

短期借入金 9,430

１年以内に 
返済すべき 
長期借入金

300

計 30,963

   上記のほか、以下のものがあ

ります。なお、金額は時価によ

っております。

 

  (2) 担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 21,821百万円

短期借入金 10,930

１年以内に
返済すべき 
長期借入金

300

計 33,051

   上記のほか、以下のものがあ

ります。なお、金額は時価によ

っております。

 

  (2) 担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 33,934百万円

短期借入金 14,930

１年以内に
返済すべき 
長期借入金

300

計 49,164

   上記のほか、以下のものがあ

ります。なお、金額は時価によ

っております。
 ・有価証券を差し入れた場合等
  ① 短期借入金等の債務の担保

として、信用取引受入保証金
代用有価証券6,998百万円、
信用取引の自己融資見返株券
7,314百万円、信用取引借入
金の本担保証券21,612百万
円。

 ・有価証券を差し入れた場合等
  ① 短期借入金等の債務の担保

として、信用取引受入保証金
代用有価証券8,621百万円、
信用取引の自己融資見返株券 
11,339百万円、信用取引借入
金の本担保証券22,721百万
円。

 ・有価証券を差し入れた場合等
  ① 短期借入金等の債務の担保

として、信用取引受入保証金
代用有価証券13,809百万円、
信用取引の自己融資見返株券 
23,372百万円、信用取引借入
金の本担保証券34,994百万
円。

  ② 信用取引貸証券6,057百万
円。

  ② 信用取引貸証券3,279百万
円。

  ② 信用取引貸証券4,199百万
円。

  ③ 先物取引証拠金の代用有価
証券(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33百万円、投
資有価証券797百万円、信用
取引の自己融資見返株券51百
万円、発行日取引証拠金の代
用有価証券として、信用取引
の自己融資見返株券11百万
円。

  ③ 先物取引証拠金の代用有価
証券(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27百万円、投
資有価証券133百万円、信用
取引の自己融資見返株券
1,243百万円。

  ③ 先物取引証拠金の代用有価
証券(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34百万円、投
資有価証券1,398百万円、信
用取引の自己融資見返株券
929百万円、発行日取引証拠
金の代用有価証券として、信
用取引の自己融資見返株券
15百万円。

  ④ 取引所への長期差入保証金
の代用有価証券として、トレ
ーディング商品20百万円、投
資有価証券75百万円。

  ④ 取引所への長期差入保証金
の代用有価証券として、トレ
ーディング商品14百万円、投
資有価証券68百万円。

  ④ 取引所への長期差入保証金
の代用有価証券として、トレ
ーディング商品20百万円、投
資有価証券111百万円。

  ⑤ 顧客分別金信託として、ト
レーディング商品19百万円。

  ⑤ 顧客分別金信託として、ト
レーディング商品9百万円。

  ⑤ 顧客分別金信託として、ト
レーディング商品15百万円。

  ⑥ 証券金融会社からの借証券
の担保として、投資有価証券
37百万円、信用取引の自己融
資見返株券216百万円。

  ⑥ 証券金融会社からの借証券
の担保として、投資有価証券 
36百万円、信用取引の自己融
資見返株券137百万円。

  ⑥ 証券金融会社からの借証券
の担保として、投資有価証券
62百万円、信用取引の自己融
資見返株券288百万円。

  ⑦ 日本証券クリアリング機構
への清算基金の代用有価証券
として、投資有価証券207百
万円、信用取引の自己融資見
返株券280百万円。

  ⑦ 日本証券クリアリング機構
への清算基金の代用有価証券
として、投資有価証券321百
万円、信用取引の自己融資見
返株券564百万円。

  ⑦ 日本証券クリアリング機構
への清算基金の代用有価証券
として、投資有価証券424百
万円、信用取引の自己融資見
返株券373百万円。



 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日現在)

 ・有価証券の差し入れを受けた場

合等

  ① 信用取引貸付金の本担保証

券40,953百万円。

 ・有価証券の差し入れを受けた場

合等

  ① 信用取引貸付金の本担保証

券49,324百万円。

 ・有価証券の差し入れを受けた場

合等

  ① 信用取引貸付金の本担保証

券73,575百万円。

  ② 信用取引借証券2,238百万

円。

  ② 信用取引借証券994百万

円。

  ② 信用取引借証券1,017百万

円。

  ③ 先物取引受入証拠金代用有

価証券44百万円。

  ③ 先物取引受入証拠金代用有

価証券91百万円。

  ③ 先物取引受入証拠金代用有

価証券23百万円。

  ④ 信用取引受入保証金代用有

価証券37,506百万円。

  ④ 信用取引受入保証金代用有

価証券48,365百万円。

  ④ 信用取引受入保証金代用有

価証券56,439百万円。

  ⑤ 発行日取引受入保証金代用

有価証券36百万円。

    

※３ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は、以下のと

おりであります。

   証券取引責任準備金……

証券取引法第51条

※３ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は、以下のと

おりであります。

   証券取引責任準備金……

証券取引法第51条

※３ 特別法上の準備金の計上を規

定した法令の条項は、以下のと

おりであります。

   証券取引責任準備金……

証券取引法第51条

 ４ 偶発債務

   保証債務の中間連結会計期間

末残高は次のとおりでありま

す。

   社員の金融機関からの借入に

対し、持家融資規程に基づいて

連帯保証を行っているもの

3百万円

  ５    ――――

 ４ 偶発債務

   保証債務の中間連結会計期間

末残高は次のとおりでありま

す。

   社員の金融機関からの借入に

対し、持家融資規程に基づいて

連帯保証を行っているもの

2百万円

 ５ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント 

 当社及び連結子会社(東洋証

券亜洲有限公司)は、運転資金

の効率的な調達を行うため取引

銀行９行及び取引銀行８行から

なる協調融資団とそれぞれ当座

貸越契約及び貸出コミットメン

ト契約を締結しております。 

 当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントに係る借入金未実行残

高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額及
び貸出コミットメ
ントの総額

24,684百万円

借入実行残高 2,329

差引額 22,354

 ４ 偶発債務

   保証債務の期末残高は次のと

おりであります。

   社員の金融機関からの借入に

対し、持家融資規程に基づいて

連帯保証を行っているもの

2百万円

  

  ５    ――――



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ トレーディング損益の内訳

実現損益 評価損益 計

株券等 1,055 △47 1,007百万円

債券等 444 4 448

その他 335 2 337

計 1,834 △41 1,793

※１ トレーディング損益の内訳

実現損益 評価損益 計

株券等 462 △24 438百万円

債券等 497 11 508

その他 362 △1 360

計 1,322 △14 1,307

※１ トレーディング損益の内訳

実現損益 評価損益 計

株券等 3,147 31 3,178百万円

債券等 1,040 △21 1,018

その他 616 1 618

計 4,804 11 4,815

※２ 人件費には、賞与引当金繰入

額610百万円が含まれておりま

す。

※２ 人件費には、賞与引当金繰入

額612百万円が含まれておりま

す。

※２ 人件費には、賞与引当金繰入

額914百万円が含まれておりま

す。

※３    ―――― ※３    ―――― ※３ 固定資産売却益は、当社の旧

本社土地の売却によるものであ

ります。

※４    ―――― ※４    ―――― ※４ 固定資産売却損は、当社の旧

本社建物の売却によるものであ

ります。

※５ 固定資産除却損の主なもの

は、当社の本社移転に伴う建物

付属設備等の廃棄によるもので

あります。

※５ 固定資産除却損の主なもの

は、当社の店舗移転及び改装に

伴う建物付属設備等の廃棄によ

るものであります。

※５ 固定資産除却損の主なもの

は、当社の本社移転に伴う建物

付属設備等の廃棄によるもので

あります。

 

※６ 減損損失

   当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計

上しました。

場 所
長 野 県 

北佐久郡

東 京 都 

中 央 区
計

用 途 遊休資産 洋証商事㈱

百万円 百万円 百万円

土 地 2 ― 2

器具・備品 ― 24 24

計 2 24 26

   当社グループのグルーピング

は、当社においては管理会計上

で区分した部及び支店をキャッ

シュ・フローを生み出す最小単

位として捉え、その単位を基礎

にグルーピングを行い、連結子

会社においては原則として各社

を一つの単位としてグルーピン

グを行っております。又、遊休

資産については個々の資産単位

で、本店、厚生施設等について

は独立したキャッシュ・フロー

を生み出さないことから共用資

産としてグルーピングを行って

おります。

※６    ――――

   

   

 

※６ 減損損失

   当連結会計年度において、当

社グループは以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しま

した。

場 所
長 野 県 

北佐久郡

東 京 都 

中 央 区
計

用 途 遊休資産 洋証商事㈱

百万円 百万円 百万円

土 地 2 ― 2

器具・備品 ― 24 24

計 2 24 26

   当社グループのグルーピング

は、当社においては管理会計上

で区分した部及び支店をキャッ

シュ・フローを生み出す最小単

位として捉え、その単位を基礎

にグルーピングを行い、連結子

会社においては原則として各社

を一つの単位としてグルーピン

グを行っております。又、遊休

資産については個々の資産単位

で、本店、厚生施設等について

は独立したキャッシュ・フロー

を生み出さないことから共用資

産としてグルーピングを行って

おります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

   遊休資産については、今後も

使用見込みがなく、帳簿価額に

対して時価が下落しているた

め、又、洋証商事㈱について

は、営業活動から生じる損益が

２期連続マイナスであり、今後

の業績見込みも不透明であるた

め、上記の資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減

損額26百万円を減損損失とし

て、当中間連結会計期間の特別

損失として計上しております。

   上記資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定

し、時価は、遊休資産について

は固定資産税評価額から、又、

洋証商事㈱(主な資産は絵画)に

ついては鑑定評価額等から、処

分費用見込額を差引いて算定し

ております。

   

   

   遊休資産については、今後も

使用見込みがなく、帳簿価額に

対して時価が下落しているた

め、又、洋証商事㈱について

は、営業活動から生じる損益が

２期連続マイナスであり、今後

の業績見込みも不透明であるた

め、上記の資産の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減

損額26百万円を減損損失とし

て、当連結会計年度の特別損失

として計上しております。

   上記資産グループの回収可能

価額は正味売却価額により測定

し、時価は、遊休資産について

は固定資産税評価額から、又、

洋証商事㈱(主な資産は絵画)に

ついては鑑定評価額等から、処

分費用見込額を差引いて算定し

ております。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30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19,243株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 ストック・オプションの行使による減少112,000株 

 単元未満株式の買増し請求による減少857株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

   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) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会期間後 

   となるもの 

      該当事項はありません。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 91,355,253 ― ― 91,355,253

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 1,096,996 19,243 112,857 1,003,382

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18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 1,534 17 平成18年３月31日 平成18年６月29日

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結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 
(中間連結貸借 
対照表計上額)

20,904百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金等

△1,839

現金及び 
現金同等物

19,065

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結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 
(中間連結貸借 
対照表計上額)

21,096百万円

預入期間が 
３ヶ月を超える 
定期預金等

△1,004

現金及び 
現金同等物

20,092

現金及び現金同等物の期末残高と

連結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
(連結貸借 
対照表計上額)

18,930百万円

預入期間が
３ヶ月を超える 
定期預金等

△845

現金及び
現金同等物

18,084



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

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及び中間期

末残高相当額
(器具・

備品)

(ソフト

ウェア) (合計)

取得価額 

相当額
454 154 609百万円

減価償却 

累計額 

相当額
237 82 320

中間期末 

残高 

相当額
217 71 289

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及び中間期

末残高相当額
(器具・

備品)

(ソフト

ウェア) (合計)

取得価額 

相当額
413 154 567百万円

減価償却 

累計額 

相当額
208 113 322

中間期末 

残高 

相当額
204 40 244

 

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及び期末残

高相当額
(器具・

備品)

(ソフト

ウェア) (合計)

取得価額 

相当額
439 154 594百万円

減価償却 

累計額 

相当額
237 98 336

期末残高 

相当額
202 55 258

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 101百万円

１年超 199

合計 300

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 95百万円

１年超 156

合計 251

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 97百万円

１年超 171

合計 268

(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 55百万円

減価償却費相当額 51

支払利息相当額 4

(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 54百万円

減価償却費相当額 50

支払利息相当額 4

(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 106百万円

減価償却費相当額 98

支払利息相当額 8

(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。

 ・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。

(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。

 ・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。

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 2

合計 3

(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。

 ・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。



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

１ 売買目的有価証券(商品有価証券等) 

  

 
  

２ 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。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

４ 時価評価されていない有価証券 

  

 
(注) 上記の中間連結貸借対照表計上額には投資事業有限責任組合等の評価差額金に対する持分相当額29百万円が含

まれております。 

種類

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在)

資産 負債

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額 
(百万円)

株券 525 △50 ― ―

債券 3,149 10 ― ―

受益証券 11 1 ― ―

合計 3,686 △38 ― ―

種類

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在)

取得原価 
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

流動資産に属するもの

 株式 128 435 307

 その他 10 10 0

小計 138 445 307

固定資産に属するもの

 株式 4,871 9,351 4,480

合計 5,009 9,797 4,787

種類

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

(その他有価証券)

流動資産に属するもの

株式 786

その他 309

小計 1,095

固定資産に属するもの

株式 809

その他 222

小計 1,032

合計 2,127



(当中間連結会計期間) 

１ 売買目的有価証券(商品有価証券等) 

  

 
  

２ 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。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

４ 時価評価されていない有価証券 

  

 
(注) 上記の中間連結貸借対照表計上額には投資事業有限責任組合等の評価差額金に対する持分相当額０百万円が含

まれております。 

  

種類

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

資産 負債

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額 
(百万円)

株券 149 6 ― ―

債券 2,092 △4 ― ―

受益証券 3 0 ― ―

合計 2,244 2 ― ―

種類

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

取得原価 
(百万円)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

流動資産に属するもの

 株式 129 311 181

 その他 9 8 △0

小計 139 319 180

固定資産に属するもの

 株式 4,859 10,257 5,397

合計 4,999 10,577 5,577

種類

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

(その他有価証券)

流動資産に属するもの

株式 780

その他 89

小計 870

固定資産に属するもの

株式 744

その他 365

小計 1,110

合計 1,980



次へ 

(前連結会計年度) 

１ 売買目的有価証券(商品有価証券等) 

  

 
  

２ 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。 

  

３ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

４ 時価評価されていない有価証券 

  

 
(注) 上記の連結貸借対照表計上額には投資事業有限責任組合等の評価差額金に対する持分相当額０百万円が含まれ

ております。 

  

種類

前連結会計年度末
(平成18年３月31日現在)

資産 負債

連結貸借対照表 
計上額(百万円)

評価差額
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額 
(百万円)

株券 124 30 ― ―

債券 2,509 △15 ― ―

受益証券 2 0 ― ―

合計 2,636 15 ― ―

種類

前連結会計年度末
(平成18年３月31日現在)

取得原価 
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

流動資産に属するもの

 株式 128 472 344

 その他 9 9 △0

小計 138 481 343

固定資産に属するもの

 株式 4,897 12,357 7,459

合計 5,036 12,839 7,803

種類

前連結会計年度末
(平成18年３月31日現在)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

(その他有価証券)

流動資産に属するもの

株式 768

その他 255

小計 1,024

固定資産に属するもの

株式 788

その他 183

小計 971

合計 1,996



(デリバティブ取引関係) 

(前中間連結会計期間) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  通貨関連 

  

 
(注) 時価等の算定方法 

為替予約取引 

中間連結貸借対照表日の先物為替相場 

  

(当中間連結会計期間) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  通貨関連 

  

 
(注) 時価等の算定方法 

為替予約取引 

中間連結貸借対照表日の先物為替相場 

区分 種類

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在)

契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル 260 ― 260 0
オーストラリア
ドル

27 ― 27 △0

香港ドル 354 ― 353 1

ユーロ 3 ― 3 △0

買建

米ドル 53 ― 53 0
オーストラリア
ドル

6 ― 6 0

香港ドル 481 ― 485 4

ユーロ 0 ― 0 0
インドネシア 
ルピア

0 ― 0 0

合計 ― ― ― 5

区分 種類

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル 225 ― 226 △1
オーストラリア
ドル

44 ― 44 △0

香港ドル 659 ― 659 0

ユーロ 0 ― 0 △0

買建

米ドル 55 ― 56 0
オーストラリア
ドル

1 ― 1 0

香港ドル 426 ― 430 4

合計 ― ― ― 3



前へ 

(前連結会計年度) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  通貨関連 

  

 
(注) 時価等の算定方法 

為替予約取引 

連結貸借対照表日の先物為替相場 

  

区分 種類

前連結会計年度末
(平成18年３月31日現在)

契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル 320 ― 319 0

オーストラリア
ドル

66 ― 67 △1

香港ドル 437 ― 433 3

ユーロ 0 ― 0 △0

買建

米ドル 66 ― 66 0

オーストラリア
ドル

21 ― 21 0

香港ドル 407 ― 409 1

ユーロ 0 ― 0 0

合計 ― ― ― 5



(ストック・オプション等関係) 

   該当事項はありません。 

  

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平

成18年４月１日 至 平成18年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日) 

当社グループは、①有価証券の売買等、②有価証券の売買等の委託の媒介、③有価証券の引受け及び売

出し、④有価証券の募集及び売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取扱いなどの証券業を中心とする営業

活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一

体となった営業活動を基に収益を得ております。従って、当社グループの事業区分は、いずれも「投資・

金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平

成18年４月１日 至 平成18年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日) 

全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

  

【海外売上高(営業収益)】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日)及び当中間連結会計期間(自 平

成18年４月１日 至 平成18年９月30日)並びに前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３

月31日) 

海外営業収益が、いずれも連結営業収益の10％未満のため、海外売上高(営業収益)の記載を省略してお

ります。 

  

  

  

  

  

  

  

  



(１株当たり情報) 
  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 
１株当たり純資産額 386.90円

 
１株当たり純資産額 421.49円 １株当たり純資産額 442.09円

 
１株当たり中間純利益 19.59円

  
１株当たり中間純利益 11.40円

  
１株当たり当期純利益 62.35円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

19.54円

 

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

11.32円

  

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

61.92円

項   目
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日現在)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日現在)

中間連結貸借対照表の 
純資産の部の合計額

(百万円) ― 38,359 ―

純資産の部の合計額から 
控除する金額

(百万円) ― 277 ―

(うち少数株主持分) (百万円) (―) (277) (―)

普通株式に係る純資産額 (百万円) ― 38,082 ―

普通株式の発行済株式数  (株) ― 91,355,253 ―

普通株式の自己株式数  (株) ― 1,003,382 ―

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数

 (株) ― 90,351,871 ―

項   目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益 (百万円) 1,692 1,030 5,565

普通株主に帰属しない 
金額

(百万円) ― ― 39

(うち利益処分による 
取締役賞与金)

(百万円) (―) (―) (39)

普通株式に係る 
中間(当期)純利益

(百万円) 1,692 1,030 5,526

普通株式の 
期中平均株式数

 (株) 86,369,175 90,334,691 88,629,772

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益

普通株式増加数  (株) 193,412 618,339 622,333

(うち新株予約権)  (株) (193,412) (618,339) (622,333)

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

  ―――――――   ―――――――

 

  ―――――――

 



(重要な後発事象) 

  

 
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 当社は、平成17年12月12日開催の

取締役会において、商法第211条ノ

３第１項第２号の規定に基づき、自

己株式を取得することを決議しまし

た。

(1) 理由

   経営環境の変化に応じた機動的

な資本政策を行うため

(2) 取得する株式の種類 

普通株式

(3) 取得する株式の数 

1,000,000株(上限)

(4) 株式取得価額の総額 

700百万円(上限)

(5) 自己株式取得の日程 

平成17年12月13日から 

平成17年12月26日まで

(6) 自己株式取得の方法 

取引所市場内取引

 該当事項はありません。

 

   

   

   

   

   

   

   

 該当事項はありません。

    

   

   

   

   

 

   



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

第84期中間会計期間末
(平成17年９月30日現在)

第85期中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

第84期要約貸借対照表
(平成18年３月31日現在)

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)

流動資産

現金・預金 ※２ 18,573 17,506 15,589

預託金 22,491 20,516 28,651

顧客分別金信託 22,315 20,340 28,475

その他の預託金 176 176 176

トレーディング商品 ※２ 3,315 2,247 2,642

商品有価証券等 3,309 2,244 2,636

デリバティブ取引 5 3 5

約定見返勘定 451 19 64

信用取引資産 41,190 54,618 75,300

信用取引貸付金 38,930 53,651 74,295

信用取引借証券担保金 2,260 967 1,005

立替金 560 810 1,525

短期差入保証金 502 502 502

支払差金勘定 ― ― 0

短期貸付金 106 43 81

未収収益 1,126 1,069 1,062

繰延税金資産 369 319 751

その他の流動資産 296 199 190

貸倒引当金 △7 △1 △3

流動資産計 88,977 82.96 97,851 83.73 126,358 85.82

固定資産

有形固定資産 ※1,2 2,390 2,069 2,092

無形固定資産 1,097 1,180 1,208

投資その他の資産 14,785 15,765 17,581

投資有価証券 ※２ 10,361 11,038 13,312

関係会社株式 1,470 1,593 1,538

その他の関係会社有価証券 620 926 489

長期貸付金 7 6 6

関係会社長期貸付金 1,148 1,025 1,063

長期差入保証金 1,345 1,236 1,228

その他の投資等 1,054 1,083 1,066

貸倒引当金 △1,222 △1,144 △1,123

固定資産計 18,274 17.04 19,015 16.27 20,882 14.18

資産合計 107,251 100.00 116,866 100.00 147,241 100.00



 
  

第84期中間会計期間末
(平成17年９月30日現在)

第85期中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

第84期要約貸借対照表
(平成18年３月31日現在)

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
(％)

(負債の部)

流動負債

信用取引負債 26,423 24,945 38,170

信用取引借入金 ※２ 21,233 21,821 33,934

信用取引貸証券受入金 5,190 3,124 4,235

預り金 17,468 15,571 16,563

顧客からの預り金 14,004 11,707 13,410

募集等受入金 535 1 12

その他の預り金 2,928 3,863 3,141

受入保証金 8,572 12,029 11,606

受取差金勘定 0 ― ―

短期借入金 ※２ 14,470 22,070 31,970

１年以内に返済すべき 
長期借入金

※２ 300 300 300

未払法人税等 579 156 3,354

賞与引当金 610 610 910

本社移転費用引当金 32 ― ―

その他の流動負債 1,308 711 1,167

流動負債計 69,766 65.05 76,394 65.37 104,042 70.66

固定負債

繰延税金負債 1,822 2,196 3,034

退職給付引当金 237 43 172

その他の固定負債 209 237 226

固定負債計 2,270 2.11 2,477 2.12 3,433 2.33

特別法上の準備金 ※３

証券取引責任準備金 618 876 770

特別法上の準備金計 618 0.58 876 0.75 770 0.53

負債合計 72,654 67.74 79,747 68.24 108,247 73.52



 

第84期中間会計期間末
(平成17年９月30日現在)

第85期中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

第84期要約貸借対照表
(平成18年３月31日現在)

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
(％)

(資本の部)

資本金 13,494 12.58 ― ― 13,494 9.17

資本剰余金

資本準備金 9,650 ― 9,650

その他資本剰余金 12 ― ―

資本剰余金計 9,662 9.01 ― ― 9,650 6.55

利益剰余金

任意積立金 6,000 ― 6,000

中間(当期)未処分利益 2,714 ― 6,146

利益剰余金計 8,714 8.13 ― ― 12,146 8.25

その他有価証券評価差額金 2,753 2.57 ― ― 4,527 3.07

自己株式 △ 29 △0.03 ― ― △825 △0.56

資本合計 34,596 32.26 ― ― 38,994 26.48

負債及び資本合計 107,251 100.00 ― ― 147,241 100.00

(純資産の部)

株主資本

資本金 ― ― 13,494 11.55 ― ―

資本剰余金

 資本準備金 ― 9,650 ―

 資本剰余金合計 ― ― 9,650 8.26 ― ―

利益剰余金

その他利益剰余金

 別途積立金 ― 9,000 ―

 繰越利益剰余金 ― 2,422 ―

 利益剰余金合計 ― ― 11,422 9.77 ― ―

自己株式 ― ― △753 △0.65 ― ―

株主資本合計 ― ― 33,814 28.93 ― ―

評価・換算差額等

その他有価証券 
評価差額金

― ― 3,304 2.83 ― ―

評価・換算差額等合計 ― ― 3,304 2.83 ― ―

純資産合計 ― ― 37,119 31.76 ― ―

負債・純資産合計 ― ― 116,866 100.00 ― ―

 



② 【中間損益計算書】 
  

 
  

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第84期要約損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18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
(％)

営業収益

受入手数料 6,880 6,633 17,400

委託手数料 4,962 4,054 12,962

引受け・売出し手数料 264 110 387

募集・売出しの取扱手数料 483 859 1,150

その他の受入手数料 1,169 1,609 2,900

トレーディング損益 ※１ 1,836 1,308 4,868

金融収益 481 595 1,085

その他の営業収益 0 0 0

営業収益計 9,199 100.00 8,537 100.00 23,354 100.00

金融費用 238 2.60 216 2.54 452 1.94

純営業収益 8,960 97.40 8,320 97.46 22,902 98.06

営業費用

販売費・一般管理費 7,228 6,912 15,098

取引関係費 1,213 1,278 2,563

人件費 3,452 3,366 7,608

不動産関係費 1,162 973 2,158

事務費 880 771 1,705

減価償却費 ※２ 293 332 639

租税公課 85 71 183

貸倒引当金繰入れ ― 4 ―

その他 140 113 239

営業費用計 7,228 78.57 6,912 80.97 15,098 64.65

営業利益 1,732 18.83 1,407 16.49 7,803 33.41

営業外収益 185 2.02 295 3.47 312 1.34

営業外費用 37 0.41 17 0.21 175 0.75

経常利益 1,880 20.44 1,685 19.75 7,940 34.00

特別利益

固定資産売却益 ※３ ― ― 127

偶発損失引当金れい入 78 ― 78

貸倒引当金れい入 75 ― 184

特別利益計 154 1.68 ― ― 390 1.67

特別損失

固定資産売却損 ※４ ― ― 16

固定資産除却損 ※５ 10 17 13

投資有価証券評価減 4 80 4

関係会社株式評価減 1 ― 1

ゴルフ会員権評価減 0 ― ―

貸倒引当金繰入 ※６ 8 22 14

証券取引責任準備金繰入れ 107 105 259

特別損失計 132 1.44 226 2.65 309 1.33

税引前中間(当期)純利益 1,902 20.68 1,459 17.10 8,021 34.34

法人税、住民税及び事業税 533 5.80 137 1.61 3,328 14.25

法人税等調整額 △369 △4.01 432 5.07 △751 △3.22

中間(当期)純利益 1,738 18.89 889 10.42 5,445 23.31

前期繰越利益 976 ― 976

自己株式処分差損 ― ― 275

中間(当期)未処分利益 2,714 ― 6,146



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

項   目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金 繰越利益 

剰余金
平成18年３月31日残高 
(百万円)

13,494 9,650 9,650 6,000 6,146 12,146

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 3,000 △3,000

 剰余金の配当 △1,534 △1,534

 取締役賞与金 △39 △39

 中間純利益 889 889

 自己株式の処分 △40 △40

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

3,000 △3,724 △724

平成18年９月30日残高 
(百万円)

13,494 9,650 9,650 9,000 2,422 11,422

項   目

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本

合計

その他有価
証券評価 
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高 
(百万円)

△825 34,466 4,527 4,527 38,994

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,534 △1,534

 取締役賞与金 △39 △39

 中間純利益 889 889

 自己株式の処分 85 44 44

 自己株式の取得 △12 △12 △12

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額 
 (純額)

△1,222 △1,222 △1,222

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

72 △652 △1,222 △1,222 △1,874

平成18年９月30日残高 
(百万円)

△753 33,814 3,304 3,304 37,119



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

   

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第84期事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ トレーディングの目的と範囲

  トレーディング業務は、顧客と

の取引により顧客の資産運用等の

ニーズに対応することと自己の計

算に基づき利益を確保すること、

及び損失を減少させることを目的

としております。また、その範囲

は①有価証券等の現物取引、②株

価指数、国債証券等に係る先物取

引やオプション取引等の取引所取

引の金融派生商品、③先物外国為

替取引等の取引所取引以外の金融

派生商品であります。

１ トレーディングの目的と範囲

 同左

１ トレーディングの目的と範囲

 同左

２ トレーディングに関する有価証

券等の評価基準及び評価方法

  トレーディング商品について

は、時価法を採用しております。

２ トレーディングに関する有価証

券等の評価基準及び評価方法

 同左

２ トレーディングに関する有価証

券等の評価基準及び評価方法

 同左

３ トレーディング関連以外の有価

証券等の評価基準及び評価方法

３ トレーディング関連以外の有価

証券等の評価基準及び評価方法

３ トレーディング関連以外の有価

証券等の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法によ

っております。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

  同左

(1) 子会社株式及び関連会社株式

  同左

  (2) その他有価証券

① 時価のあるもの

       中間決算日の市場価格等に

基づく時価をもって中間貸借

対照表価額とし、取得原価と

の評価差額を全部資本直入す

る方法によっております。

(売却原価は移動平均法によ

り算定しております。)

  (2) その他有価証券

① 時価のあるもの

       中間決算日の市場価格等に

基づく時価をもって中間貸借

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

する方法によっております。

(売却原価は移動平均法によ

り算定しております。)

  (2) その他有価証券

① 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

額を全部資本直入する方法に

よっております。(売却原価

は移動平均法により算定して

おります。)

② 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。

② 時価のないもの 

   同左

② 時価のないもの 

   同左

     ③ 投資事業有限責任組合等へ

の出資

    原価法によっております。

ただし、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、組合決算の損益の持分相

当額を各中間会計期間の損益

として計上しております。

又、組合等がその他有価証券

を保有している場合で当該有

価証券に評価差額金がある場

合には、評価差額金に対する

持分相当額をその他有価証券

評価差額金に計上しておりま

す。

     ③ 投資事業有限責任組合等へ

の出資

     同左

     ③ 投資事業有限責任組合等へ

の出資

    原価法によっております。

ただし、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、組合決算の損益の持分相

当額を各期の損益として計上

しております。又、組合等が

その他有価証券を保有してい

る場合で当該有価証券に評価

差額金がある場合には、評価

差額金に対する持分相当額を

その他有価証券評価差額金に

計上しております。



 
  

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第84期事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 固定資産の減価償却の方法

  有形固定資産……定率法を採用

しております。なお、耐用年数及

び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によ

っております。ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物(建

物付属設備を除く。)については

定額法を採用しております。

４ 固定資産の減価償却の方法

  有形固定資産……同左

４ 固定資産の減価償却の方法

  有形固定資産……同左

  無形固定資産……定額法を採用

しております。なお、耐用年数に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっておりま

す。ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づく定

額法によっております。

  無形固定資産……同左   無形固定資産……同左

  長期前払費用……定額法を採用

しております。なお、償却期間に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっておりま

す。

  長期前払費用……同左   長期前払費用……同左

５ 繰延資産の処理方法

  新株発行費……支払時に全額費

用処理しております。

５ 繰延資産の処理方法

  株式交付費……支払時に全額費

用処理しております。

５ 繰延資産の処理方法

  新株発行費……支払時に全額費

用処理しております。

６ 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。

６ リース取引の処理方法

   同左

６ リース取引の処理方法

   同左

７ 引当金及び特別法上の準備金の

計上基準

(1) 貸倒引当金

   貸付金等の貸倒損失に備える

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

収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

７ 引当金及び特別法上の準備金の

計上基準

(1) 貸倒引当金

    同左

７ 引当金及び特別法上の準備金の

計上基準

(1) 貸倒引当金

    同左

(2) 賞与引当金

   従業員の賞与の支払いに備え

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

(2) 賞与引当金

    同左

 (3) 本社移転費用引当金

    本社移転に伴い発生する費用

に備えるため、発生の可能性が

高いと見込まれる金額について

計上しております。



 
  

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第84期事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(4) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期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。

   数理計算上の差異について

は、各会計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(５年)による按

分額をそれぞれ発生の翌期より

費用処理しております。

(3) 退職給付引当金

    同左

(3) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、当期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。

   数理計算上の差異について

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

(５年)による按分額を翌期より

費用処理することとしておりま

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

ろにより算出された額を計上し

ております。

(4) 証券取引責任準備金

    同左

(4) 証券取引責任準備金

    同左

８ 外貨建の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。

８ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

   同左

８ 外貨建の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、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。

９ 消費税等の会計処理方法

  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。

９ 消費税等の会計処理方法

   同左

９ 消費税等の会計処理方法

  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。



会計処理の変更 

  

 
  

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第84期事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14年

８月９日))及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号)を適用し

ております。 

 なお、これによる損益に与える影

響額はありません。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等)

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号)を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響額は

ありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は、37,119百万円で

あります。

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

(投資事業組合に対する支配力基準及

び影響力基準の適用に関する実務上

の取扱い)

 「投資事業組合に対する支配力基

準及び影響力基準の適用に関する実

務上の取扱い」(企業会計基準委員会

実務対応報告第20号 平成18年９月

８日)が公表され、公表日以降終了す

る中間会計期間に係る中間財務諸表

から適用されることになったことに

伴い、当中間会計期間から同実務対

応報告を適用しております。これに

伴い、非連結子会社に該当すること

になった投資事業組合に対する出資

金については、当中間会計期間より

「投資有価証券」から「その他の関

係会社有価証券」に含めて表示する

方法に変更いたしました。当中間会

計期間の「その他の関係会社有価証

券」に含まれる当該金額は、146百万

円であります。 

 なお、これによる損益に与える影

響額はありません。

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当期から「固定資産の減損に係る

会計基準」(「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」(企

業会計審議会 平成14年８月９日))

及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適

用指針第６号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響額は

ありません。

(退職給付に係る会計基準)

 当期から「『退職給付に係る会計

基準』の一部改正」(企業会計基準第

３号 平成17年３月16日)を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響額は

ありません。



表示方法の変更 

  

 
  

  

 
  

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(中間貸借対照表)

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法

律第97号)が平成16年６月９日に公布され、平成16年12

月１日より適用となり、「金融商品会計に関する実務指

針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業

有限責任組合及びこ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)を

「関係会社出資金」及び「その他の投資等」から「その

他の関係会社有価証券」及び「投資有価証券」として表

示する方法に変更いたしました。

 なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれる

当該出資の額は222百万円であります。

―――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

第84期中間会計期間末 
(平成17年９月30日現在)

第85期中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

第84期事業年度末 
(平成18年３月31日現在)

※１ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額

2,685百万円

※１ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額

2,564百万円

※１ 有形固定資産から控除した減

価償却累計額

2,565百万円

※２(1) 担保に供されている資産

預金 1,100百万円

トレーディング
商品

1,224

有形固定資産 897

投資有価証券 5,988

計 9,209

 

※２(1) 担保に供されている資産

有形固定資産 707百万円

投資有価証券 6,551

計 7,259

※２(1) 担保に供されている資産

預金 100百万円

トレーディング
商品

660

有形固定資産 710

投資有価証券 8,547

計 10,017

  (2) 担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 21,233百万円

短期借入金 9,430

１年以内に 
返済すべき 
長期借入金

300

計 30,963

  (2) 担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 21,821百万円

短期借入金 10,930

１年以内に
返済すべき 
長期借入金

300

計 33,051

  (2) 担保資産の対象となる債務

信用取引借入金 33,934百万円

短期借入金 14,930

１年以内に
返済すべき 
長期借入金

300

計 49,164

  上記のほか、以下のものがあり

ます。なお、金額は時価によって

おります。

 ・有価証券を差し入れた場合等

  ① 短期借入金等の債務の担保

として、信用取引受入保証金

代用有価証券6,998百万円、

信用取引の自己融資見返株券

7,314百万円、信用取引借入

金の本担保証券21,612百万

円。

  上記のほか、以下のものがあり

ます。なお、金額は時価によって

おります。

 ・有価証券を差し入れた場合等

  ① 短期借入金等の債務の担保

として、信用取引受入保証金

代用有価証券8,621百万円、

信用取引の自己融資見返株券 

11,339百万円、信用取引借入

金の本担保証券22,721百万

円。

  上記のほか、以下のものがあり

ます。なお、金額は時価によって

おります。

 ・有価証券を差し入れた場合等

  ① 短期借入金等の債務の担保

として、信用取引受入保証金

代用有価証券13,809百万円、

信用取引の自己融資見返株券 

23,372百万円、信用取引借入

金の本担保証券34,994百万

円。

  ② 信用取引貸証券6,057百万

円。

  ② 信用取引貸証券3,279百万

円。

  ② 信用取引貸証券4,199百万

円。

  ③ 先物取引証拠金の代用有価

証券(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33百万円、投

資有価証券797百万円、信用

取引の自己融資見返株券51百

万円、発行日取引証拠金の代

用有価証券として、信用取引

の自己融資見返株券11百万

円。

  ③ 先物取引証拠金の代用有価

証券(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27百万円、投

資有価証券133百万円、信用

取引の自己融資見返株券

1,243百万円。

  ③ 先物取引証拠金の代用有価

証券(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34百万円、投

資有価証券1,398百万円、信

用取引の自己融資見返株券

929百万円、発行日取引証拠

金の代用有価証券として、信

用取引の自己融資見返株券

15百万円。

  ④ 取引所への長期差入保証金

の代用有価証券として、トレ

ーディング商品20百万円、投

資有価証券75百万円。

  ④ 取引所への長期差入保証金

の代用有価証券として、トレ

ーディング商品14百万円、投

資有価証券68百万円。

  ④ 取引所への長期差入保証金

の代用有価証券として、トレ

ーディング商品20百万円、投

資有価証券111百万円。

  ⑤ 顧客分別金信託として、ト

レーディング商品19百万円。

  ⑤ 顧客分別金信託として、ト

レーディング商品9百万円。

  ⑤ 顧客分別金信託として、ト

レーディング商品15百万円。

  ⑥ 証券金融会社からの借証券

の担保として、投資有価証券

37百万円、信用取引の自己融

資見返株券216百万円。

  ⑥ 証券金融会社からの借証券

の担保として、投資有価証券 

36百万円、信用取引の自己融

資見返株券137百万円。

  ⑥ 証券金融会社からの借証券

の担保として、投資有価証券

62百万円、信用取引の自己融

資見返株券288百万円。

  ⑦ 日本証券クリアリング機構

への清算基金の代用有価証券

として、投資有価証券207百

万円、信用取引の自己融資見

返株券280百万円。

  ⑦ 日本証券クリアリング機構

への清算基金の代用有価証券

として、投資有価証券321百

万円、信用取引の自己融資見

返株券564百万円。

  ⑦ 日本証券クリアリング機構

への清算基金の代用有価証券

として、投資有価証券424百

万円、信用取引の自己融資見

返株券373百万円。



 
  

第84期中間会計期間末 
(平成17年９月30日現在)

第85期中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

第84期事業年度末 
(平成18年３月31日現在)

 ・有価証券の差し入れを受けた場

合等

  ① 信用取引貸付金の本担保証

券40,953百万円。

 ・有価証券の差し入れを受けた場

合等

  ① 信用取引貸付金の本担保証

券49,324百万円。

 ・有価証券の差し入れを受けた場

合等

  ① 信用取引貸付金の本担保証

券73,575百万円。

  ② 信用取引借証券2,238百万

円。

  ② 信用取引借証券994百万

円。

  ② 信用取引借証券1,017百万

円。

  ③ 先物取引受入証拠金代用有

価証券44百万円。

  ③ 先物取引受入証拠金代用有

価証券91百万円。

  ③ 先物取引受入証拠金代用有

価証券23百万円。

  ④ 信用取引受入保証金代用有

価証券37,506百万円。

  ④ 信用取引受入保証金代用有

価証券48,365百万円。

  ④ 信用取引受入保証金代用有

価証券56,439百万円。

  ⑤ 発行日取引受入保証金代用

有価証券36百万円。

    

※３ 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

※３ 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

※３ 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

 ４ 偶発債務 

 保証債務の中間会計期間末残

高は次のとおりであります。

   社員の金融機関からの借入に

対し、持家融資規程に基づいて

連帯保証を行っているもの

3百万円

  ５    ―――――

 ４ 偶発債務 

 保証債務の中間会計期間末残

高は次のとおりであります。

   社員の金融機関からの借入に

対し、持家融資規程に基づいて

連帯保証を行っているもの

2百万円

 ５ 当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント 

 運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行８行及び取引銀

行８行からなる協調融資団とそ

れぞれ当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結してお

ります。 

 当中間会計期間末における当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ントに係る借入金未実行残高等

は次のとおりであります。

当座貸越極度額及
び貸出コミットメ
ントの総額

24,200百万円

借入実行残高 2,300

差引額 21,900

 ４ 偶発債務 

 保証債務の期末残高は次のと

おりであります。

   社員の金融機関からの借入に

対し、持家融資規程に基づいて

連帯保証を行っているもの

2百万円

  ５    ―――――



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

(中間株主資本等変動計算書関係) 

第85期中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

・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19,243株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 ストック・オプションの行使による減少112,000株 

 単元未満株式の買増し請求による減少857株 

  

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第84期事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ トレーディング損益の内訳

実現損益 評価損益 計

株券等 1,063 △12 1,050百万円

債券等 444 4 448

その他 335 2 337

計 1,843 △6 1,836
 

※１ トレーディング損益の内訳

実現損益 評価損益 計

株券等 463 △24 439百万円

債券等 497 11 508

その他 362 △1 360

計 1,323 △14 1,308

※１ トレーディング損益の内訳

実現損益 評価損益 計

株券等 3,199 31 3,231百万円

債券等 1,040 △21 1,018

その他 616 1 618

計 4,856 11 4,868

※２ 当中間会計期間の減価償却実

施額は次のとおりであります。

有形固定資産 105百万円

無形固定資産 185

投資その他の 
資産

2

計 293

※２ 当中間会計期間の減価償却実

施額は次のとおりであります。

有形固定資産 123百万円

無形固定資産 207

投資その他の
資産

1

計 332

※２ 当期の減価償却実施額は次の

とおりであります。

有形固定資産 243百万円

無形固定資産 391

投資その他の
資産

4

計 639

※３    ――――― ※３    ――――― ※３ 固定資産売却益は、旧本社土

地の売却によるものでありま

す。

※４    ――――― ※４    ――――― ※４ 固定資産売却損は、旧本社建

物の売却によるものでありま

す。

※５ 固定資産除却損の主なもの

は、本社移転に伴う建物付属設

備等の廃棄によるものでありま

す。

※５ 固定資産除却損は、店舗移転

及び改装に伴う建物付属設備等

の廃棄によるものであります。

※５ 固定資産除却損の主なもの

は、本社移転に伴う建物付属設

備等の廃棄によるものでありま

す。

※６ 関係会社長期貸付金のうち回

収不能と見込まれる額について

繰入れしたもの(洋証商事㈱に

対するもの８百万円)でありま

す。

※６ 関係会社長期貸付金のうち回

収不能と見込まれる額について

繰入れしたもの(洋証商事㈱に

対するもの８百万円、東洋サプ

ライ㈱に対するもの14百万円)

であります。

※６ 貸倒引当金繰入は、関係会社

長期貸付金のうち回収不能と見

込まれる額について繰入れたも

の(洋証商事㈱に対するもの14

百万円)であります。

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 1,096,996 19,243 112,857 1,003,382



(リース取引関係) 

  

 
  

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第84期事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

 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及び中間期

末残高相当額
(器具・

備品)

(ソフト

ウェア) (合計)

取得価額 

相当額
454 154 609百万円

減価償却 

累計額 

相当額
237 82 320

中間期末 

残高 

相当額
217 71 289

 

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及び中間期

末残高相当額
(器具・

備品)

(ソフト

ウェア) (合計)

取得価額 

相当額
413 154 567百万円

減価償却 

累計額 

相当額
208 113 322

中間期末 

残高 

相当額
204 40 244

 

 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及び期末残

高相当額
(器具・

備品)

(ソフト

ウェア) (合計)

取得価額 

相当額
439 154 594百万円

減価償却 

累計額 

相当額
237 98 336

期末残高 

相当額
202 55 258

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 101百万円

１年超 199

合計 300
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 95百万円

１年超 156

合計 251
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 97百万円

１年超 171

合計 268

 

(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 55百万円

減価償却費相当額 51

支払利息相当額 4
 

(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 54百万円

減価償却費相当額 50

支払利息相当額 4
 

(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 106百万円

減価償却費相当額 98

支払利息相当額 8

(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。

 ・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。

(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。

 ・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。

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 2

合計 3

(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。

 ・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。



(有価証券関係) 

第84期中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

第85期中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

第84期事業年度末(平成18年３月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額  

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第84期事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 379.10円 １株当たり純資産額 410.82円 １株当たり純資産額 431.59円

 
１株当たり中間純利益 20.12円

 
１株当たり中間純利益 9.84円 １株当たり当期純利益 60.99円

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

20.07円

 

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

9.77円

 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

60.57円

項   目
第84期中間会計期間末
(平成17年９月30日現在)

第85期中間会計期間末
(平成18年９月30日現在)

第84期事業年度末
(平成18年３月31日現在)

中間貸借対照表の 
純資産の部の合計額

(百万円) ― 37,119 ―

普通株式に係る純資産額 (百万円) ― 37,119 ―

普通株式の発行済株式数  (株) ― 91,355,253 ―

普通株式の自己株式数  (株) ― 1,003,382 ―

１株当たり純資産額の算定
に用いられた普通株式の数

 (株) ― 90,351,871 ―

項   目
第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第84期事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益 (百万円) 1,738 889 5,445

普通株主に帰属しない 
金額

(百万円) ― ― 39

(うち利益処分による 
取締役賞与金)

(百万円) (―) (―) (39)

普通株式に係る 
中間(当期)純利益

(百万円) 1,738 889 5,406

普通株式の 
期中平均株式数

 (株) 86,369,175 90,334,691 88,629,772

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益

普通株式増加数  (株) 193,412 618,339 622,333

(うち新株予約権)  (株) (193,412) (618,339) (622,333)

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

  ―――――――   ―――――――   ―――――――



(重要な後発事象) 

  

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

第84期中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

第85期中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

第84期事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 当社は、平成17年12月12日開催の

取締役会において、商法第211条ノ

３第１項第２号の規定に基づき、自

己株式を取得することを決議しまし

た。

(1) 理由 

 経営環境の変化に応じた機動的

な資本政策を行うため

(2) 取得する株式の種類 

 普通株式

(3) 取得する株式の数 

 1,000,000株(上限)

(4) 株式取得価額の総額 

 700百万円(上限)

(5) 自己株式取得の日程 

 平成17年12月13日から 

 平成17年12月26日まで

(6) 自己株式取得の方法 

 取引所市場内取引

 該当事項はありません。

   

  

  

  

  

  

  

 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) 自己株券買付状況報告書 

平成18年４月７日関東財務局長に提出。 

(2) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第84期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月29日関東財務局長に提

出。 

  

  



該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成17年12月22日

東洋証券株式会社 

取締役会 御中 

 

 

  
 

  
 

  

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

ている東洋証券株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間連結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連結財務

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

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結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

の結果として中間連結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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、東洋証券株式会社及び連結子会社の平成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連結会計期間(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。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年12月12日開催の取締役会において商法第211条

ノ３第１項第２号の規定に基づき、自己株式を取得することを決議した。 

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 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   相   原   一   保   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   堀   内        巧   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   飯   田   浩   司   ㊞

※ 上記は、当社(半期報告書提出会社)が、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

原本は当社(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18年12月22日

東洋証券株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

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

ている東洋証券株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結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

連結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

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結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

の結果として中間連結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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、東洋証券株式会社及び連結子会社の平成18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連結会計期間(平成18年４月１日から平成18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 

  

 

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   堀   内        巧   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   飯   田   浩   司   ㊞

※ 上記は、当社(半期報告書提出会社)が、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

原本は当社(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22日

東洋証券株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

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

ている東洋証券株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第84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、中間貸借対照表及び中間損

益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、東洋証券株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び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)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成17年12月12日開催の取締役会において商法第211条

ノ３第１項第２号の規定に基づき、自己株式を取得することを決議した。 

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 

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   相   原   一   保   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   堀   内        巧   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   飯   田   浩   司   ㊞

※ 上記は、当社(半期報告書提出会社)が、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

原本は当社(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18年12月22日

東洋証券株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

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

ている東洋証券株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第85期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18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

計算書及び中間株主資本等変動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、東洋証券株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績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 

  

あずさ監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   堀   内        巧   ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士   飯   田   浩   司   ㊞

※ 上記は、当社(半期報告書提出会社)が、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

原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。
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