
 
  

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成19年12月21日

【中間会計期間】 第51期中(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)

【会社名】 澤田ホールディングス株式会社 

(旧会社名 エイチ・エス証券株式会社)

【英訳名】 SAWADA HOLDINGS CO., LTD. 

(旧英訳名 H.S.SECURITIES CO., LTD.)

(注) 平成19年２月23日開催の臨時株主総会の決議により平成19年４月１日

をもって当社商号を「エイチ・エス証券株式会社 

(英訳 H.S.SECURITIES CO., LTD.)」から「澤田ホールディングス株式会社

(SAWADA HOLDINGS CO., LTD.)」へ変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  澤 田 秀 雄

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

住友不動産新宿オークタワー27階

【電話番号】 03(4560)0398(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長  矢 板   賢

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

住友不動産新宿オークタワー27階

【電話番号】 03(4560)0398(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長  矢 板   賢

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

（大阪府大阪市中央区北浜一丁目８番16号）



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 営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

２  純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「貸借対照表の純資産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。 

３ 第50期中間以降の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、ストックオプション制度及

び新株予約権方式によるストックオプション制度を採用していますが、行使価格が株式の期中平均価額を下

回っており、希薄化効果を有していないことから記載してません。 

第一部 【企業情報】

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 (百万円) 11,475 7,842 8,217 23,650 15,260

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) 2,513 △658 1,703 4,810 △68

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) 1,660 △1,352 330 2,978 △1,648

純資産額 (百万円) 17,669 32,068 28,995 29,149 31,423

総資産額 (百万円) 136,827 120,687 135,518 160,051 130,694

１株当たり純資産額 (円) 471.79 626.05 619.17 711.78 617.40

１株当たり中間(当期)純
利益又は１株当たり中間
(当期)損失(△)

(円) 44.38 △33.45 8.22 77.17 △41.03

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期) 
純利益金額

(円) 44.33 ─ ― 77.09 ─

自己資本比率 (％) 12.9 20.7 18.3 18.2 18.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,684 △5,417 5,724 5,719 △5,026

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,443 5,204 △594 △9,856 4,084

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 11 △1,782 173 10,237 1,067

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 10,476 10,540 17,397 12,466 12,861

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
3,204
[32]

3,365
[11]

3,543
[10]

3,235
[11]

3,296
[10]



(2) 提出会社の経営指標等 
  

 
(注) １ 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の規定に基づき、決算数値をもとに算出したものであります。 

３  純資産額の算定にあたり、平成18年9月中間期から「貸借対照表の純資産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。 

４ 第50期中間以降の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、ストックオプション制度及

び新株予約権方式によるストックオプション制度を採用していますが、行使価格が株式の期中平均価額を下

回っており、希薄化効果を有していないことから記載してません。 

回次 第49期中 第50期中 第51期中 第49期 第50期

会計期間

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19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

営業収益 
(うち受入手数料)

(百万円)
3,594
(2,140)

2,028
(1,519)

87
(─ )

7,835
(4,834)

3,925
(2,707)

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) 1,653 △211 △23 3,174 △569

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) 1,310 △610 △45 2,110 △1,200

資本金 (百万円) 7,505 12,223 12,223 12,223 12,223

発行済株式総数 (千株) 37,453 40,953 40,953 40,953 40,953

純資産額 (百万円) 17,018 24,602 23,972 27,443 23,757

総資産額 (百万円) 90,107 72,890 24,034 105,761 75,007

１株当たり純資産額 (円) 454.43 615.77 593.65 670.12 596.21

１株当たり中間(当期) 
純利益又は１株当たり
中間(当期)純損失(△)

(円) 35.02 △15.11 △1.12 54.70 △29.86

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) 34.98 ─ ─ 54.65 ─

１株当たり配当額 (円) ― ─ ─ 15 ─

自己資本比率 (％) 18.9 33.8 99.7 25.9 31.7

自己資本規制比率 (％) 413.6 538.9 ─ 348.6 394.2

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数]

(人)
189
[5]

194
[11]

5
[─]

191
[2]

194
[7]



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ついて、重要な

  変更はありません。 

  また主要な関係会社の異動については以下のとおりです。   

  ①その他事業 

   ベンチャーキャピタル業務を行っておりました株式会社エイチ・エスインベストメント(連結子会社)は、平成19 

   年9月に会社分割を行いました。 

   エイチ・エスファイナンス株式会社(旧株式会社エイチ・エスインベストメント)は、投資事業等及び株式会社エ 

   イチ・エスインベストメントはベンチャーキャピタル業務を行っております。 

   分割後の上記2社は、連結子会社であります。 

  

  ②その他事業 

     損害保険業の準備業務を行っておりましたエイチ・エス損害保険プランニング株式会社は、平成19年9月に第三者 

   割当増資を行い、連結子会社から関連会社になりました。 

  

３ 【関係会社の状況】 

 (1) 新規 

当中間連結会計期間において、新たに以下の会社が関係会社となりました。 

 
  

 (2) 変更 

前連結会計年度末において、連結子会社であったエイチ・エス損害保険株式会社(旧エイチ・エス  

  損害保険プランニング株式会社)は、当中間連結会計期間において第三者割当増資を行い持分法適  

 用関連会社になりました。 

 
  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載してお 

ります。 

２ 上記のほか、歩合外務員及びディラーは22名であります。 

名称 住所
資本金又は
出資金 

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合 

(％)
関係内容

(連結子会社) 
株式会社エイチ・エスインベス
トメント

東京都新宿区 30
ベンチャーキ
ャピタル業

100.0

①役員の兼任 
当社の役員中1名がその役員
を兼務しております。 
 
 

名称 住所
資本金又は
出資金 

(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(被所有)割合 

(％)
関係内容

(持分法適用関連会社) 
エイチ・エス損害保険株式会社

東京都新宿区 1,612 損害保険業 49.6

①役員の兼任 
当社の役員中1名がその役員
を兼務しております。 
 
 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

証券関連事業 214[ 7]

銀行関連事業 3,059[─]

商品先物関連事業 249[ 1]

その他事業 21[ 2]

合計 3,543[10]



  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は[ ]内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しておりま

す。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社及びエイチ・エス証券の労働組合については、、澤田ホールディングス従業員組合はありませんが、当社連

結子会社のエイチ・エス証券は従業員組合と称し、組合員数132名で構成されています。なお労使関係については良

好であります。 

従業員数(人) 5[─]



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、企業業績は引き続き好調を維持し雇用環境も改善いたしましたが、住民税引き

上げ、資源価格等の上昇によるガソリン・食料品の値上げ等の影響により個人消費は弱く、軽い踊り場局面に差し

掛かっております。  

株式市場におきましては、好調な企業業績を背景に、日経平均株価は4月の17,000円台前半の水準から6月末には

18,000円台まで上昇しましたが、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融市場の動揺等により、8

月中旬には15,000円台前半にまで下降しました。その後は各国金融当局の緊急資金供給等により、金融市場も落ち

着きを取り戻し、9月末の日経平均株価は16,000円台後半まで回復しました。  

一方、新興市場は4月以降底値を探る展開となり、個人投資家の動きは総じて低調となりました。これに伴い委託売

買代金は低水準となっております。  

 当社グループの当中間連結会計期間の営業収益は82億17百万円(対前年同期比4.8%増)、経常利益は17億3百万円、

中間連結純利益は3億30百万円となりました。  

事業別のセグメントの業績は次のとおりです。 

① 証券関連事業 

当社グループの証券関連事業は、主に、エイチ・エス証券株式会社が行っており、当中間連結会計期間の受 

 入手数料は、12億89百万円（同30.4％減）となりました。 

 内訳は以下のとおりです。 

(受入手数料) 
  

 
イ.委託手数料  

 委託手数料は、株式市況の低迷により取扱高が減少し9億16百万円(同32.5％減)となりました。  

ロ.引受・売出手数料  

 引受・売出手数料につきましては株式引受手数料は1百万円(同99.1％減)となりました。  

ハ.募集・売出しの手数料  

 募集・売出の取扱手数料は48百万円(同44.9％減)となりました。  

ニ.その他の受入手数料  

 その他手数料については、3億23百万円(同26.1%増)となりました。 

(トレーディング損益) 

外国債券の堅調な販売等がありましたが、所有株式の評価損により92百万円（同45.3％増）となりまし  

 た。 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(百万円)

受入手数料 1,853 1,289

  委託手数料 1,358 916

  引受・売出手数料 149 1

  募集・売出しの取扱手数料 88 48

  その他受入手数料 256 323

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(百万円)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(百万円)

トレーディング損益 63 トレーディング損益 92

  株式 61  株式 △18

  債券 0  債券 59

  受益証券 1  受益証券 8

  その他 ―  その他 42



   （金融収支）  

   当中間期の金融収益は、5億75百万円(同6.8％増)、金融費用は2億33百万円(同12.5％増)となり、金融収益から  

  金融費用を差し引いた金融収支は3億42百万円(同3.3％増)となりました。  

  以上の結果営業収益は19億59百万円(同20.2％減)営業損失は7億69百万円(前年同期は営業損失5億54百万円)となり

  ました。  

  

   ②銀行関連事業  

   当社グループの銀行関連事業を行っているハーン銀行（Khan Bank LLC）につきましては前期に引き続き農村部を 

  中心とした営業活動に加え、都市部でも積極的に営業活動を行い、営業収益は43億62百万円(同68.5％増)、営業利 

  益は10億1百万円(同33.7％増)となりました。 

  

  ③商品先物関連事業 

   当社グループの商品先物関連事業を行っているオリエント貿易株式会社につきましては、営業収益は16億81百万円 

  (同36.3％減)、営業損失は5億円(前年同期は営業損失14億93百万円)となりました。 

  

  ④その他事業 

   ベンチャーキャピタル業務では収益を確保しましたが他事業のコスト増により営業収益は2億85百万円(同75.9% 

   増)、営業損失は1億61百万円(前年同期は営業損失1億86百万円)となりました。 

 

 （販売費・一般管理費） 

    当中間連結会計期間は、商品先物関連事業を中心に人件費等は減少し販売費及び一般管理費は64億60百万円(同  

    20.4％減)となりました。 

   (持分法による投資利益）  

     株式会社外為どつとコム及び九州産業交通ホールディングス株式会社は着実に利益を確保し、持分法による投資 

   損益は16億3百万円(同116.1％増)となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

 ＜日本＞ 

   国内における業績は、証券業及び商品先物業の委託手数料の減少により、営業収益は38億29百万円(同26.4%減)、 

   営業損失は14億34百万円(前年同期は営業損失22億57百万円)となりました。 

 ＜アジア＞ 

  モンゴルにおける銀行関連業務は、貸出業務の拡大に伴い営業収益は43億62百万円(同68.5%増)、営業利益は10億 

  1百万円(同33.7%増)となりました。 

 ＜米国＞ 

  アメリカにおける投資顧問業は、運用収益の減少により営業収益は29百万円（同47.2％減）、営業利益は7百万円 

   （同73.8%減）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

      当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

   営業活動によるキャシュ・フローは、57億24百万円プラス（前中間連結会計期間は54億17百万円マイナス）となり

   ました。これは主として銀行業務における顧客預金の増加150億89百万円等によるものです。  

    投資活動によるキャシュ・フローは、5億94百万円マイナス（前中間連結会計期間は52億4百万円プラス）となりま

   した。これは主として有形固定資産の取得による支出等5億70百万円によるものです。  

    財務活動によるキャシュ・フローは、財務活動によるキャッシュフローは1億73百万円プラス（前中間連結会計期 

    間は17億82百万円マイナス）となりました。これは主として少数株主からの払い込みによる収入等で5億72百万円  

    によるものです。 

    以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末に比べ68億57百万円増加し、 

  173億97百万円となりました。 

 

  



２ 【生産・受注及び販売の状況】 

生産・受注及び販売の状況は、「1 業績等の概要」に含めて記載しております。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、金融業界の規制緩和による総合金融グループ化の流れ、個人資産の貯蓄から投資へのシフト等の 

  時代の変化を的確に捉え、各種金融サービス事業の拡充、成長性の高い事業分野の強化を図っております。今後  

  は、グループ各社のシナジー効果が十分発揮され、お客様に対し総合的な金融サービスが提供できるように連携を 

  強めるとともに、さらにグループ全体の統治と管理、コンプライアンス体制の強化に取り組んでいく所存でありま 

  す。 

  昨年5月に施行された会社法に対応したサービス内容の充実、同じく昨年6月に公布された改正証券取引法(題名が  

  金融商品取引法に改正)により法制化される四半期報告制度、内部統制報告制度及び確認書制度への対応を進め、  

  同法が求める内部統制報告制度及び確認書制度の整備に対する体制を確立し、各ステークホルダーに対する当社グ 

  ループの信頼性及び業績の向上に取り組む所存であります。 

 

  オリエント貿易株式会社に対しては、平成17年10月18日より実施された経済産業省及び農林水産省による立ち入り 

  検査及び検査期間中に同社よりの報告にて判明した商品取引事故等未提出により（未提出事故は、平成8年以後の  

  ものを対象）、平成19年9月7日に経済産業省及び農林水産省より、商品取引所法第232条第1項及び第2項の規定に  

  該当する事実並びに法第236条第1項の規定に該当する事実が認められたことにより、法第232条第1項の規定に基づ 

  く業務改善命令、並びに法第232条第2項及び法第236条第1項の規定に基づく商品取引受託業務の停止処分を受ける 

  こととなりました。その内容は、1.平成19年9月18日から同年11月6日までの間、商品取引業務を停止すること（た 

  だし、取引の決済を終了させる場合及び商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託 

  者の計算による新規の取引を受託する場合を除く）、2.平成19年10月7日までに、商品取引受託業務の運営の改善  

  のため、以下の措置を講ずること（1）今般の法令違反の責任の所在を明確にすること(2）役職員に対し法令遵守  

  を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員指導に関する内部管理体制の充実・強化を図ること（3） 

  商品取引事故等の発生原因について調査分析し、再発防止のための措置を講ずること、であります。同社では、既 

  に旧経営陣から現経営陣での経営体制に移行しており、内部管理体制の充実を図っています。また、役職員に対  

  し、法令遵守等を徹底する為の研修等を行なっております。オリエント貿易株式会社としましては、今般の処分を 

  厳粛かつ真摯に受け止め、今後このような事態が発生することのないよう、上記対応を実効性あるものとしていく 

  所存です。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

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】 

当中間連結会計期間において、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等は、次のとおりであります。 

(1) 重要な設備の新設等 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

 (2) 重要な設備の除却等 

   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除却等は、ありません。 

会社名
事業所名 
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月 完了予定
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

エイチ・ 
エス証券
(株)

東京都 
新宿区

証券関連
事業

ソフトウ
ェア新設

360 ─
自己資金
及び借入

平成19年
   ９月

平成20年 
   ５月

処理機能
の増強



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】 

① 新株予約権 

       旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。   

 
 ① 平成17年7月21日取締役会決議 
 ② 平成17年9月20日取締役会決議 
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 149,000,000

計 149,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月21日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 40,953,500 40,953,500

大阪証券取引所
ニッポン・ニュー・
マーケット－「ヘラ
クレス」

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 40,953,500 40,953,500 ― ―

株主総会の特別決議日（平成17年６月24日）

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個)
①        1,450(注)
②           60(注)

同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

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      145,000 
②        6,000

同左

新株予約権の行使時の払込金額(円)
①  １株につき2,342
②  １株につき2,490 

同左

新株予約権の行使期間
自平成20年７月１日
至平成25年６月30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)

①  発行価格  2,342
   資本組入額 1,171 
②  発行価格  2,490 
   資本組入額 1,245

同左



 
(3) 【ライツプランの内容】 

       該当事項はありません。 

株主総会の特別決議日（平成17年６月24日）

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の発行時にお

いて当社の取締役、監査

役、従業員であった新株

予約権者は、新株予約権

行使時においても、当社

の取締役、監査役もしく

は従業員であることを要

する。ただし、当社の取

締役もしくは監査役を任

期満了により退任した場

合、その他正当な理由が

あり当社取締役会の承認

を得た場合はこの限りで

はない。

② 新株予約権の発行時にお

いて当社と顧問契約を締

結している顧問であった

新株予約権者は、新株予

約権の行使時において、

当社の取締役、監査役、

従業員、嘱託社員または

顧問であることを要す

る。ただし、当該新株予

約権者が新株予約権行使

時において、当社の取締

役、監査役、従業員、嘱

託社員または顧問のいず

れでもない場合であって

も、新株予約権の行使に

先立ち、当該行使にかか

る新株予約権の数および

行使の時期につき、当社

取締役会の承認を得た場

合にはこの限りでない。

③ 新株予約権者が死亡した

場合は、相続人がこれを

行使できるものとする。

ただし、④に規定する

「新株予約権割当契約」

に定める条件による。

④ そのほかの条件は、株主

総会および新株予約権発

行の取締役会決議に基づ

き、当社と新株予約権者

との間で締結する「新株

予約権割当契約」に定め

るところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡、質入れその他の処分は
認めないものとする。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
 関する事項

─ ─



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

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19年9月30日 ― 40,953,500 ― 12,223 ― 11,057

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(％)

澤田 秀雄 東京都渋谷区 10,628 25.95

バンクオブニューヨークジーシ
ーエムクライアントアカウンツ
イーアイエスジー 
（常任代理人 株式会社三菱UFJ
銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB,UNITED KINGDOM
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)

8,140 19.87

ワールド・キャピタル株式会社 東京都日野市多摩平１丁目10－３ 5,117 12.49

ゴールドマンサックスインター
ナショナル  
（常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券株式会社）

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K
(東京都港区六本木６丁目10番１号 
 六本木ヒルズ森タワー)

1,510 3.68

有限会社秀インター 東京都渋谷区松涛１丁目７－26 1,100 2.68

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 1,087 2.65

ドイチェバンクアーゲーロンド
ンピービーノントリティクライ
アンツ613 
（常任代理人 ドイツ証券株式
会社）

WINCHESTER HOUSE 1 GREAT WINCHESTER 
STREET LONDON EC2N 2DB,UK
(東京都千代田区永田町２丁目１１番１号
 山王パークタワー)

1,041 2.54

稲井田 安史 東京都港区 650 1.58

バンクオブニューヨークヨーロ
ッパリミテッドルクセンブルグ
131800 
（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）

6D ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG
(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

650 1.58

エーアイユーインシュアランス
カンパニー・オーアールディー 
（常任代理人 シティバンク銀
行株式会社）

東京都千代田区丸の内一丁目一番三号
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

600 1.46

計 ― 30,525
74.48

 



 (注)1 ブラックロック・ジャパン株式会社及び共同保有者である他3社から平成19年8月6日付の大量保有報告書の 
       提出があり、平成19年8月6日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社として当中  
       間期末における実質所有株式数の確認ができないので、上記の大株主の状況には含めておりません。 
    なお、変更報告書の内容は次のとおりである。 

 

   2 タワー投資顧問株式会社から平成19年9月28日付の大量保有報告書の提出があり、平成19年9月28日現在で以下 
     の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社として当中間期末における実質所有株式数の確認ができ 
     ないので、上記の大株主の状況には含めておりません。 
   なお、変更報告書の内容は次のとおりである。 

 
  

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(％)

ブラックロック・ジャパン株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目７番12号
サピアタワー

1,387 3.39

ブラックロック・インベストメン
ト・マネジメント(ユーケー)リミテ
ッド 
(BlackRock Investment management 
(UK) Limited)

EC４R ９AS 
英国 ロンドン市 キングウィリアム・スト
リート 33

833 2.03

ブラックロック・インベストメン
ト・マネジメント・インターナショ
ナル・リミテッド 
(BlackRock Investment management 
 International Limited)

EC４R ９AS 
英国 ロンドン市 キングウィリアム・スト
リート 33

227 0.56

ブラックロック(チャネル諸島)リミ
テッド 
(BlackRock (Channel Islands)  
Limited

チャネル諸島 ジャージー市 セイント・ヘ
リアー グレンビル・ストリート フォーラ
ム・ハウス JE1 OBR

0 0.00

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(％)

タワー投資顧問株式会社 東京都港区芝大門1丁目12番16号 10,757 26.27



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 1.「単元未満株式数」の欄には、当社所有の自己株式67株が含まれております。 

2.「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権1個）含ま 

   れております。  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 

２ 【株価の推移】 

 【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 
(注) 株価は、大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」におけるものであります。 

  

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。 

(1) 退任役員 

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

 571,600 
―

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

40,369,700 403,697
同上

単元未満株式
普通株式  

12,200
― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 40,953,500 ― ―

総株主の議決権 ― 403,697 ―

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) 
 
澤田ホールディングス㈱ 
 

 
東京都新宿区西新宿六丁目 
８番１号 住友不動産新宿 
オークタワー27階

571,600 ─ 571,600 1.39

計 ― 571,600 ─ 571,600 1.39

月別 平成19年４月  ５月 ６月 ７月 ８月  ９月

高(円) 810 795 726 868 859 685

低(円) 665 651 695 700 650 551

役名 職名 氏名 退任年月日

専務取締役 ─ 高 橋 健 三 平成19年9月30日



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条及び第69条の規定に基づき、「金融商品取引業

に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(平成19年日本証券

業協会自主規制規則)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18年4月1日から平成18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19年4月1日から平成19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。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年4月1日から18年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則並びに同規則第

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)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、当中間会計

期間（平成19年4月1日から平成19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。 

 また、当社は平成19年4月1日付で証券関連事業等を子会社であるエイチ・エス証券株式会社に承継する会社分割

を行い持株会社制に移行したため、前中間会計期間（平成18年4月1日から18年9月30日まで）と当中間会計期間（平

成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の中間財務諸表の数値は大幅に変動しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計期間(平成19年４月１日か

ら平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は金融商品取引法第193

条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中間財務諸表について、新日本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18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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 現金及び預金 ※２ 12,533 18,297 14,074

 ２ 預託金 24,267 19,193 24,099

  (1) 顧客分別金信託 24,251 19,158 24,066

  (2) その他の預託金 16 35 33

 ３ トレーディング商品 1,710 1,068 1,540

  (1) 商品有価証券等 ※２ 1,710 1,068 1,540

 ４ 銀行業務有価証券 ※３ 3,524 5,400 2,933

 ５ 約定見返勘定 70 37 12

 ６ 信用取引資産 37,604 30,614 36,016

  (1) 信用取引貸付金 36,767 29,791 35,039

  (2) 信用取引借証券 
    担保金

836 823 977

 ７ 商品業務短期差入保 
   証金

4,839 2,782 5,213

 ８ 商品業務委託者先物 
   取引差金

916 370 611

 ９ 銀行業務貸付金 ※４ 16,862 35,441 25,321

 10 その他 2,575 2,101 1,917

    貸倒引当金 △1,132 △843 △724

   流動資産合計 103,771 86.0 114,463 84.5 111,018 84.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 ※１ 1,272 1,675 1,737

   (2) 器具備品・ 
    運搬具

※１ 729 1,045 972

  （3）土地 920 735 735

  （4）建設仮勘定 96 303 15

   有形固定資産合計 3,019 2.5 3,760 2.8 3,461 2.7

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 923 310 946

  (2) その他 ※８ 168 25 26

   無形固定資産合計 1,091 0.9 335 0.2 972 0.7



前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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
(％)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 4,825 5,605 5,774

  (2) 関係会社株式 5,190 9,231 7,187

  (3) その他関係会社有 
    価証券

311 157 98

  (4) 長期差入保証金 1,471 1,027 1,229

  (5) 破産更生債権に 
    準ずる債権

314 576 573

  (6) その他 1,074 1,127 1,033

    貸倒引当金 △382 △767 △655

   投資その他の資産 
   合計

12,804 10.6 16,958 12.5 15,241 11.7

   固定資産合計 16,915 14.0 21,054 15.5 19,676 15.1

  資産合計 120,687 100.0 135,518 100.0 130,694 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 信用取引負債 29,542 22,875 30,739

  (1) 信用取引借入金 ※２ 27,076 20,989 28,410

  (2) 信用取引貸証券 
    受入金

2,465 1,886 2,328

 ２ 預り金 14,047 11,639 13,041

  (1) 顧客からの預り金 13,289 11,217 12,750

  (2) その他の預り金 757 421 291

 ３ 受入保証金 10,701 9,557 10,036

  (1) 信用取引 
    受入保証金

9,770 8,642 8,956

  (2) 先物取引 
    受入証拠金

257 379 371

  (3) その他の 
    受入保証金

673 534 708

 ４ 銀行業務における 
   顧客預金

※５ 21,089 45,298 28,787

 ５ 銀行業務における 
   政府からの預金

1,379 2,044 1,456

 ６ 短期借入金 ※２ 2,576 5,183 5,268

 ７ 商品業務預り証拠金 5,313 3,115 5,020

 ８ 一年以内償還社債 ※２ 300 ─ ─

 ９ 賞与引当金 270 128 161

  10  訴訟等損失引当金 431 ─ 300

 11 システム解約損失 
   引当金

─ 200 ─

 12 その他 1,019 1,595 1,623

   流動負債合計 86,672 71.8 101,638 75.0 96,436 73.8



前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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 56 89 83

 ２ 退職給付引当金 597 103 317

 ３ 役員退職慰労引当金 ─ 34 ─

 ４ 負ののれん ※８ 359 3,509 1,495

 ５ その他の固定負債 223 299 149

   固定負債合計 1,237 1.0 4,036 3.0 2,046 1.6

Ⅲ 特別法上の準備金 ※７

 １ 証券取引責任準備金 483 499 499

 ２ 商品取引責任準備金 227 348 289

   特別法上の準備金計 710 0.6 847 0.6 788 0.6

  負債合計 88,619 73.4 106,522 78.6 99,271 76.0

   (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 12,223 10.1 12,223 9.0 12,223 9.3

 ２ 資本剰余金 11,057 9.2 11,057 8.2 11,057 8.5

 ３ 利益剰余金 3,119 2.6 3,006 2.2 2,816 2.2

 ４ 自己株式 △1,158 △1.0 △832 △0.6 △1,255 △1.0

   株主資本合計 25,241 20.9 25,454 18.8 24,841 19.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

△275 △0.2 △791 △0.6 △446 △0.3

 ２ 固定資産 
      再評価差額金

─ ─ ─ ─ 82 0.0

 ３  為替換算調整勘定 46 0.0 202 0.1 108 0.1

   評価・換算差額等 
   合計

△228 △0.2 △589 △0.4 △256 △0.2

Ⅲ 新株予約権 ─ ─ 8 0.0 8 0.0

Ⅳ 少数株主持分 7,055 5.9 4,122 3.0 6,829 5.2

   純資産合計 32,068 26.6 28,995 21.4 31,423 24.0

   負債・純資産合計 120,687 100.0 135,518 100.0 130,694 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19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 証券業受入手数料 1,853 1,289 3,323

  (1) 委託手数料 1,358 916 2,539

  (2) 引受・売出手数料 149 1 179

  (3) 募集・売出しの 
    取扱手数料

88 48 133

  (4) その他の 
    受入手数料

256 323 471

 ２ 商品業務受入手数料 2,853 1,640 4,627

 ３ トレーディング損益 ※３ △95 155 116

 ４ 証券業務金融収益 ※１ 538 575 1,030

 ５ 銀行業務収益 ※２ 2,589 4,362 5,970

 ６ 売上高 103 194 191

   営業収益計 7,842 100.0 8,217 100.0 15,260 100.0

Ⅱ 証券業務金融費用 ※４ 207 2.6 233 2.8 393 2.6

Ⅲ 銀行業務金融費用 946 12.1 1,838 22.4 2,213 14.5

Ⅳ 売上原価 40 0.5 104 1.3 59 0.4

   純営業収益 6,648 84.8 6,042 73.5 12,594 82.5

Ⅴ 販売費及び一般管理費

 １ 取引関係費 ※５ 1,343 805 2,256

 ２ 人件費 ※６ 4,073 3,029 7,216

 ３ 不動産関係費 ※７ 635 509 1,372

 ４ 事務費 ※８ 671 676 1,271

 ５ 減価償却費 282 338 580

 ６ 租税公課 74 89 152

 ７ のれん償却額 23 24 48

 ８ 貸倒引当金繰入 67 255 132

  ９  訴訟等損失引当金繰 
   入

394 ─ 300

  10  商品取引事故損失 ─ 317 761

  11  その他 554 414 768

   販売費及び 
   一般管理費計

8,121 103.6 6,460 78.6 14,860 97.3

   営業損失 1,473 △18.8 418 △5.1 2,266 △14.8

Ⅵ 営業外収益

 １ 不動産賃貸料 25 3 49

 ２ 受取配当金等 89 94 175

 ３ 持分法による 

   投資利益
741 1,603 1,896

 ４ 負ののれん償却額 61 434 249

 ５ その他 38 33 112

   営業外収益計 957 12.2 2,168 26.4 2,482 16.3



前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19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 営業外費用

 １ 不動産賃借料 31 0 60

 ２ 支払利息 4 5 5

 ３ 持分法による 
   投資損失

─ ─ 80

 ４ 投資組合損失 16 4 78

 ５ その他 91 35 59

   営業外費用計 143 1.8 46 0.6 284 1.9

経常利益又は経常損失(△) △658 △8.4 1,703 20.7 △68 △0.4

Ⅷ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 30 17 34

 ２ 関係会社株式売却益 169 ─ 170

 ３ 持分変動利益 8 103 8

 ４ 退職給付制度 
   一部終了益

─ 51 305

 ５ 貸倒引当金戻入 49 0 46

 ６ 賞与引当金戻入 80 ─ 80

 ７ 固定資産売却益 ─ ─ 69

   特別利益計 338 4.3 172 2.1 715 4.7

Ⅸ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※９ 31 23 149

 ２ 証券取引責任準備金 
   繰入

15 0 31

 ３ 商品取引責任準備金 
   繰入

97 59 158

 ４ 投資有価証券評価損 42 13 79

 ５ 投資有価証券売却損 44 1 31

 ６ 減損損失 ※10 132 519 191

 ７  証券事故損失 304 ─ 334

 ８ 訴訟等損失引当金繰 
   入

26 ─ 26

 ９ 事業再構築費用 142 ─ 391

 10 過怠金 ─ ─ 40

 11 システム解約損失引 
   当金繰入

─ 200 ─

  12 役員退職慰労引当金 
   繰入

─ 29 ─

 12  その他  9 34 31

   特別損失計 848 10.8 881 10.7 1,465 9.6

  税金等調整前中間純利益 
  又は税金等調整前中間 
  純損失(△)

△1,168 △14.9 994 12.1 △818 △5.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

162 264 551

   過年度法人税等 ─ ─ 108

   法人税等調整額 846 1,008 12.9 △0 264 3.2 846 1,506 9.9

 少数株主利益又は少数株 
 主損失(△)(控除)

△824 △10.5 399 4.9 △675 △4.4

 中間純利益又は 
 中間(当期)純損失(△)

△1,352 △17.2 330 4.0 △1,648 △10.8



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
 (注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

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) 12,223 11,057 5,087 △1 28,367

中間連結会計期間中の変動額

 役員賞与      (注) △1 △1

 剰余金の配当 (注) △614 △614

 中間純損失 △1,352 △1,352

 自己株式の取得 △1,157 △1,157

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△1,968 △1,157 △3,125

平成18年９月30日残高(百万円) 12,223 11,057 3,119 △1,158 25,241

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) 745 36 782 8,590 37,740

中間連結会計期間中の変動額

 役員賞与      (注) △1

 剰余金の配当 (注) △614

 中間純損失 △1,352

 自己株式の取得 △1,157

 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)

△1,021 9 △1,011 △1,534 △2,545

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△1,021 9 △1,011 △1,534 △5,672

平成18年９月30日残高(百万円) △275 46 △228 7,055 32,068



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

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19年３月31日残高(百万円) 12,223 11,057 2,816 △1,255 24,841

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 330 330

 株式交換による子会社株式 
 取得による減少

424 424

 自己株式の取得 △0 △0

 自己株式処分差損 △140 △140

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

189 423 613

平成19年９月30日残高(百万円) 12,223 11,057 3,006 △832 25,454

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

固定資産再

評価差額金
為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) △446 82 108 △256 8 6,829 31,423

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 330

 株式交換による子会社株式 
 取得による減少

424

 自己株式の取得 △0

 自己株式処分差損 △140

 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)

△344 △82 94 △333 △0 △2,707 △3,040

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△344 △82 94 △333 △0 △2,707 △2,427

平成19年９月30日残高(百万円) △791 ─ 202 △589 8 4,122 28,995



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注)平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

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) 12,223 11,057 5,087 △1 28,367

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 (注) △614 △614

 利益処分による役員賞与 △1 △1

 当期純損失 △1,648 △1,648

 自己株式の取得 △1,252 △1,252

 連結子会社増加に伴う増減高 △13 △13

 持分法適用会社の増加 
 に伴う自己株式の増加

△2 △2

 固定資産再評価差額金の取崩 6 6

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ △2,271 △1,254 △3,526

平成19年3月31日残高(百万円) 12,223 11,057 2,816 △1,255 24,841

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

固定資産再

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) 745 ─ 36 782 ─ 8,590 37,740

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 (注) △614

 利益処分による役員賞与 △1

 当期純損失 △1,648

  自己株式の取得 △1,252

 連結子会社増加に伴う増減高 △13

 持分法適用会社の増加 
 に伴う自己株式の増加

△2

 固定資産再評価差額金の取崩 6

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△1,192 82 71 △1,038 8 △1,760 △2,791

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△1,192 82 71 △1,038 8 △1,760 △6,317

平成19年3月31日残高(百万円) △446 82 108 △256 8 6,829 31,423



④ 【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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19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
   税金等調整前中間純利益 
   又は税金等調整前中間 
   (当期)純損失(△)

△ 1,168 994 △818

   減価償却費 282 220 574

   減損損失 132 519 191

   のれん償却額 △ 37 △ 410 △201

   持分法による投資損益 △ 741 △ 1,603 △1,815

   貸倒引当金の増減額 11 188 △143

   退職給付引当金の増減額 △ 13 △ 213 △293

   役員退職慰労引当金の 
   増減額

― 34 ─

   証券取引責任準備金増減額 15 0 31

   受取利息及び受取配当金 △ 437 △ 521 △940

   支払利息 151 176 296

   投資有価証券評価損 42 1 79

   投資有価証券売却益 △ 30 △ 17 △3

   投資有価証券売却損 44 1 ─

   関係会社株式売却益 △ 169 ─ △170

   固定資産除却損 31 53 80

   その他の預託金の増減額 0 ─ △16

   トレーディング商品の 
   増減額

198 787 327

   預り金の増減額 △ 6,904 △ 3,148 △8,053

   受入保証金の増減額 △ 4,380 △ 479 △5,045

   信用取引資産の増減額 22,680 5,402 24,268

   信用取引負債の増減額 △ 24,868 △ 7,864 △23,671

   短期差入保証金の増減額 809 1,945 674

   顧客分別金の増減額 9,287 4,908 9,746

   銀行業務有価証券の 
   増減額

△ 1,121 △ 2,301 △433

   銀行業務貸付金の増減額 △ 3,206 △ 8,979 △10,770

   銀行業務顧客預金の 
   増減額

3,705 15,089 10,381

   銀行業務政府預金の 
   増減額

603 522 634

   商品取引責任準備金の 
   増減額

97 59 158

    委託者先物取引差金の 
   増減額

346 241 652

   委託者未収金の増減額 180 112 346

   その他 △ 400 △235 △613

     小計 △ 4,859 5,483 △4,547

    利息及び配当金の受取額 719 805 1,245

    利息の支払額 △ 149 △ 181 △292

    法人税等の支払額 △ 1,128 △ 381 △1,432

    営業活動による 
    キャッシュ・フロー

△ 5,417 5,724 △5,026



前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19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
   有形固定資産の取得による 
   支出

△ 288 △ 570 △1,225

   有形固定資産の売却による 
   収入

3 ─ 390

   無形固定資産の取得による 
   支出

△ 69 △ 101 △163

   投資有価証券の取得による 
   支出

△ 258 △ 279 △424

   投資有価証券の売却による 
   収入

234 263 771

   連結の範囲の変更を伴う 
   子会社株式売却による収入

9 ─ 9

   子会社株式取得による支出 ─ ─ △1,026

   子会社株式売却による収入 ─ ─ 49

   関連会社株式取得による 
   支出

― △ 162 △940

   関連会社株式売却による収 
   入

478 ─ 478

   その他の関係会社有価証券 
   の取得による支出

─ △ 59 ─

   貸付金による支出 △ 53 ─ △33

   貸付金回収による収入 1 0 2

   定期預金の純増減 5,100 313 5,880

   商品ファンド解約による収 
   入

─ ─ 274

   その他 46 1 41

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

5,204 △ 594 4,084

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額 385 △ 111 3,083

   社債の償還による支出 ─ △ 300 ─

   少数株主からの払込による 
   収入

49 572 298

   配当金の支払額 △ 614 ─ △614

   少数株主に対する払戻額 △ 412 ─ △412

   少数株主への配当金の支払 
   額

△ 33 ─ △33

   自己株式取得による支出 △ 1,157 △ 0 △1,254

   長期借入金による収入 ― 13 ─

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 1,782 173 1,067

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

68 321 268

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増加額又は減少額

△ 1,926 5,624 394

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

12,466 12,861 12,466

Ⅶ 連結追加に伴う現金及び現金 
  同等物の増加額

─ ─ 95

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金 
  同等物の減少額

─ △ 1,088 ─

Ⅸ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 10,540 17,397 12,861



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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数 11社
連結子会社の名称 

エイチ・エス証券分割準備
株式会社

 株式会社エイチ・エスイン
ベストメント

 ハーン銀行 
（Khan Bank LLC ）

 日本エムアンドエイマネジ
メント株式会社  
エイチ エス損害保険プラ
ンニング株式会社  
オリエント貿易株式会社  
オリエント証券株式会社  
オリエント アセット マ
ネジメントLLC  
HS-IPO投資事業有限責任組
合  
HIS-HS九州産交投資有限責
任組合  
JHK Partner Fund

  エイチ・エス証券分割 準
備(株)につきましては新た
に設立したことにより当中
間連結会計期間より連結の
範囲に含めております。

  21世紀アセットマネジメン
ト(株)は当社保有全株式を
譲渡したため連結範囲から
除外しております。

(1)連結子会社の数 13社
連結子会社の名称 

エイチ・エス証券株式会社 
エイチ・エス債権回収 
株式会社 
エイチ・エスファイナンス
株式会社

 株式会社エイチ・エスイン
ベストメント

 ハーン銀行 
（Khan Bank LLC ）

 日本エムアンドエイマネジ
メント株式会社  
オリエント貿易株式会社  
オリエント証券株式会社  
オリエント アセット マ
ネジメントLLC  
HS-IPO投資事業有限責任組
合  
HIS-HS九州産交投資有限責
任組合 
JHK Partner Fund 
HSI-VLOH投資事業組合 
エイチ・エス損害保険プラ
ンニング（株）はエイチ・
エス損害保険（株）に商号
を変更し、かつ第三者割当
増資による当社の議決権所
有比率の減少により当中間
連結会計期間より持分法適
用会社としております。 
（株）エイチ・エスインベ
ストメントはエイチ・エス
ファイナンス（株）に商号
を変更し、かつ会社分割に
より 新設会社（株）エイ
チ・エスインベストメント
に事業を譲渡し、当中間連
結会計期間より同社を連結
範囲に含めております。

(1)連結子会社の数 13社
連結子会社の名称
 エイチ・エス証券分割準備

株式会社 
エイチ・エス債権回収 
株式会社

  株式会社エイチ・エスイン
ベストメント

 ハーン銀行 
（Khan Bank LLC ）

  日本エムアンドエイマネジ
メント株式会社  
エイチ エス損害保険プラ
ンニング株式会社  
オリエント貿易株式会社  
オリエント証券株式会社  
オリエント アセット マ
ネジメントLLC 
HS-IPO投資事業有限責任組
合  
HIS-HS九州産交投資有限責
任組合  
JHK Partner Fund 
HSI-VLOH投資事業組合 
エイチ・エス証券分割準備
株式会社及びエイチ・エス
債権回収株式会社につきま
しては新たに設立したこと
により、又HSIーVLOH投資
事業組合につきましては追
加投資により重要性が増加
したことにより当連結会計
年度連結の範囲に含めてお
ります。 
２１世紀アセットマネジメ
ント（株）は当社保有全株
式を譲渡したため連結範囲
から除外しております。



前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

(2) 主要な非連結子会社の

名称等
  非連結子会社（18社）  

JBC投資事業組合 
エイチ・エス・アイ投資事
業組合 
HSI-PE1号投資事業組合 
HSI-PE2号投資事業組合 
HSI-PE3号投資事業組合 
HSI-PE4号A投資事業組合 
HSI-PE4号B投資事業組合 
HSI-PE5号投資事業組合 
HSI-VLOH投資事業組合 
JMAM1号投資事業組合 
JMAM PE1号投資事業組合 
JMAM夢楽章2章投資事業組
合 
JMAM Value Driver投資事
業組合 
JMAM Value Driver 2号投
資事業組合 
JHK Partner FundⅡ 
会津屋ファンド 
OFGP Limited 
OFGP2 Limited   
（連結の範囲から除いた理
由）  
非連結子会社は、小規  
模であり、合計の総資  
産、売上高、中間純損  
益（持分に見合う額）、及
び利益剰余金   
（持分に見合う額）  
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。

(2) 主要な非連結子会社の

名称等
  非連結子会社（17社）  

JBC投資事業組合 
エイチ・エス・アイ投資事
業組合 
HSI-PE1号投資事業組合 
HSI-PE2号投資事業組合 
HSI-PE4号A投資事業組合 
HSI-PE4号B投資事業組合 
HSI-PE5号投資事業組合 
JMAM夢楽章2章投資事業組
合 
JMAM Value Driver投資事
業組合 
JMAM Value Driver 2号投
資事業組合 
JHK Partner FundⅡ 
OFGP Limited 
OFGP2 Limited   
BELL投資事業組合 
エイチ・エス債権回収1901
号投資事業組合 
エイチ・エス債権回収1902
号投資事業組合 
エイチ・エス債権回収1903
号投資事業組合 
（連結の範囲から除いた理
由）  
非連結子会社は、小規模で
あり、合計の総資産、売上
高、中間純損益（持分に見
合う額）、及び利益剰余金  
（持分に見合う額）  
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。

(2) 主要な非連結子会社の

名称等
  非連結子会社（17社）  

JBC投資事業組合 
エイチ・エス・アイ投資事
業組合 
HSI-PE1号投資事業組合 
HSI-PE2号投資事業組合 
HSI-PE3号投資事業組合 
HSI-PE4号A投資事業組合 
HSI-PE4号B投資事業組合 
HSI-PE5号投資事業組合 
JMAM1号投資事業組合 
JMAM PE1号投資事業組合 
JMAM夢楽章2章投資事業組
合 
JMAM Value Driver投資事
業組合 
JMAM Value Driver 2号投
資事業組合 
JHK Partner FundⅡ 
会津屋ファンド 
OFGP Limited 
OFGP2 Limited   
 
 
（連結の範囲から除いた理
由）  
非 連 結 子 会 社 は、OFGP 
Limited は、小 規 模 で あ
り、合計の総資 産、売上
高、当期純損益（持分に見
合う額）、及び利益剰余金
（持分に見合う額）は、い
ずれも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。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法を適用した関連

会社 ４社

  関連会社の名称
パワーアセットマネージメン
トリミテッド 
ストラテジックキャピタルパ
ートナーズ株式会社 
株式会社外為どっとコム 
九州産業交通ホールディング
ス(株) 
 パワーインベストメントは
当社保有全株式を譲渡したた
め持分法適用範囲から除外し
ております。

(1) 持分法を適用した関連

会社 ６社

  関連会社の名称
パワーアセットマネジメント
リミテッド 
ストラテジックキャピタルパ
ートナーズ株式会社 
株式会社外為どっとコム 
九州産業交通ホールディング
ス株式会社 
株式会社バリュークリエーシ
ョン 
エイチ・エス損害保険株式会
社 
エイチ・エス損害保険株式会
社は従来の連結子会社である
エイチ・エス損害保険プラン
ニング（株）が商号を変更
し、かつ第三者割当増資によ
る当社議決権所有割合の減少
により当中間連結会計期間よ
り持分法適用会社となりまし
た。

（1）持分法を適用した関連 
   会社 ５社
  関連会社の名称
パワーアセットマネジメント
リミテッド 
ストラテジックキャピタルパ
ートナーズ株式会社 
株式会社外為どっとコム 
九州産業交通ホールディング
ス株式会社 
株式会社バリュークリエーシ
ョン 
（株）バリュークリエ－ショ
ンにつきましては株式取得に
より当連結会計年度より持分
法適用範囲に含めており、
（株）パワーインベストメン
トは当社保有全株式を譲渡し
たため持分法適用範囲から除
外しております。

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社の名称等
JBC投資事業組合  
エイチ・エス・アイ投資事業
組合  
HSI-PE1号投資事業組合  
HSI-PE2号投資事業組合  
HSI-PE3号投資事業組合  
HSI-PE4号A投資事業組合  
HSI-PE4号B投資事業組合  
HSI-PE5号投資事業組合  
HSI-VLOH投資事業組合  
JMAM1号投資事業組合  
JMAM PE1号投資事業組合  
JMAM夢楽章2章投資事業組合  
JMAM Value Driver投資事業組
合  
JMAM Value Driver 2号投資事
業組合  
JHK Partner FundⅡ  
会津屋ファンド  
OFGP Limited  
OFGP2 Limited   
(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
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) 持分法を適用していな

い非連結子会社の名称等
JBC投資事業組合 
エイチ・エス・アイ投資事業
組合 
HSI-PE1号投資事業組合 
HSI-PE2号投資事業組合 
HSI-PE4号A投資事業組合 
HSI-PE4号B投資事業組合 
HSI-PE5号投資事業組合 
JMAM夢楽章2章投資事業組合 
JMAM Value Driver投資事業組
合 
JMAM Value Driver 2号投資事
業組合 
JHK Partner FundⅡ 
OFGP Limited 
OFGP2 Limited   
BELL投資事業組合 
エイチ・エス債権回収1901号
投資事業組合 
エイチ・エス債権回収1902号
投資事業組合 
エイチ・エス債権回収1903号
投資事業組合 
(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
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) 持分法を適用していない
非連結子会社の名称等 
JBC投資事業組合 
エイチ・エス・アイ投資事業
組合 
HSI-PE1号投資事業組合 
HSI-PE2号投資事業組合 
HSI-PE3号投資事業組合 
HSI-PE4号A投資事業組合 
HSI-PE4号B投資事業組合 
HSI-PE5号投資事業組合 
JMAM1号投資事業組合 
JMAM PE1号投資事業組合 
JMAM夢楽章2章投資事業組合 
JMAM Value Driver投資事業組
合 
JMAM Value Driver 2号投資事
業組合 
JHK Partner FundⅡ 
会津屋ファンド 
OFGP Limited 
OFGP2 Limited  
(持分法を適用しない理由)持
分法非適用会社は、それぞれ
当期純損益及び利益剰余金に
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。

(3) 持分法適用会社のうち、
中間決算日が中間連結決算日
と異なる会社については、各
社の中間会計期間に係る中間
財務諸表を使用しておりま
す。

(3) 持分法適用会社のうち、
中間決算日が中間連結決算日
と異なる会社については、各
社の中間会計期間に係る中間
財務諸表を使用しておりま
す。

(3)持分法適用会社のうち、決
算日が連結決算日と異なる会
社については、各社の事業年
度に係る財務諸表を使用して
おります。



前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

連結子会社のうち、ハーン銀
行(Khan BANK LLC)、HS-IPO投
資事業有限責任組合、HIS-HS
九州産交投資事業有限責任組
合、オリエント アセットマ
ネジメントLLCの中間決算日
は、6月30日であります。JHK 
Partner  Fund の中間決算日
は、7月31日であります。 
 中間連結財務諸表の作成に
当たっては、同中間決算日現
在の中間財務諸表を使用して
おります。  
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。

連結子会社のうち、ハーン銀
行(Khan Bank LLC)、HS-IPO投
資事業有限責任組合、HIS-HS
九州産交投資事業有限責任組
合、オリエント アセットマ
ネジメントLLCの中間決算日
は、6月30日であります。JHK 
Partner Fund及びHSI-VLOH投
資事業組合の中間決算日は、7
月31日であります。 
 中間連結財務諸表の作成に
当たっては、同中間決算日現
在の中間財務諸表を使用して
おります。  
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。 
 

連結子会社のうち、ハーン銀
行(Khan BANK LLC)、オリエン
ト アセットマネジメント
LLC,HS-IPO投資事業有限責任
組合,HIS-HS九州産交投資事業
有限責任組合の決算日は、12
月 31 日 で あ り ま す。JHK 
Partner Fund及びHSI-VLOH投
資事業組合の決算日は、1月31
日であります。 
 連結財務諸表の作成に当た
っては、同決算日現在の財務
諸表を使用しております。 
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) 重要な資産の評

価基準及び評価方

法

１ 有価証券の評価基準  
    及び評価方法 
(1) トレーディングに関  
    する有価証券等 
商品有価証券等(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(売却原
価は移動平均法により算出)を
採用しております。

１ 有価証券の評価基準 
    及び評価方法 
(1) トレーディングに関  
    する有価証券等 
     同左

１ 有価証券の評価基準 
    及び評価方法 
(1) トレーディングに関  
    する有価証券等 
     同左

(2) トレーディング関連以 
    外の有価証券等 
① 満期保有目的の債券 
  償却原価法を採用し  
    ております。

(2) トレーディング関連以  
    外の有価証券等 
① 満期保有目的の債券 
     同左

(2) トレーディング関連以 
    外の有価証券等 
① 満期保有目的の債券 
     同左

② その他有価証券 
時価のある有価証券について
は、中間連結決算日の市場価
額等に基づく時価法（評価差
額については全部純資産直入
法により処理し、売却原価は
移動平均法により算出）を採
用し、時価のない有価証券に
ついては、移動平均法による
原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合
およ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 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。

② その他有価証券 
時価のある有価証券について
は、中間連結決算日の市場価
額等に基づく時価法（評価差
額については全部純資産直入
法により処理し、売却原価は
移動平均法により算出）を採
用し、時価のない有価証券に
ついては、移動平均法による
原価法を採用しております。
なお、投資事業有限責任組合
およびそれに類する組合への
出資（金融商品取引法第2条第
2項により有価証券とみなされ
るもの）については、組合契
約に規定される決算報告日に
応じて入手可能な 近の決算
書を基礎とし、持分相当額を
純額で取り込む方法によって
おります。 

② その他有価証券 
時価のある有価証券について
は、決算日の市場価額等に基
づく時価法(評価差額について
は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法
により算出)を採用し、時価の
ない有価証券については、移
動平均法による原価法を採用
しております。なお、投資事
業有限責任組合およびそれに
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 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.



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産
  定額法を採用しておりま

す。なおオリエント貿易株
式会社及びオリエント証券
株式会社は定率法を採用し
ております。 
ただし、オリエント貿易株
式会社及びオリエント証券
株式会社は、平成10年4月1
日以降取得した建物（建物
付属設備を除く）について
は定額法を採用していま
す。 
 なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。 
 建物   9～50年 
 器具備品 3～20年 

(1) 有形固定資産
 定額法を採用しておりま

す。なおオリエント貿易株
式会社及びオリエント証券
株式会社は定率法を採用し
ております。 
ただし、オリエント貿易株
式会社及びオリエント証券
株式会社は、平成10年4月1
日以降取得した建物（建物
付属設備を除く）について
は定額法を採用していま
す。 
 なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。 
 建物   3～50年 
 器具備品 3～20年  
 
(会計方針の変更) 
一部の国内連結子会社にお
いては、法人税法の改正に
伴い、当中間連結会計期間
から、平成19年4月1日以降
に取得した有形固定資産に
ついて、改正後の法人税法
に基づく減価償却の方法に
変更しております。これに
より、営業損失が1百万円
増加し、経常利益及び税金
等調整前中間純利益及び中
間純利益はそれぞれ1百万
円減少しております。 
また、セグメント情報に与
える影響も軽微でありま
す。

(1) 有形固定資産
     同左

  

(2) 無形固定資産
 定額法を採用しておりま

す。
  なお、ソフトウェアにつ

いては、社内における利用
可能期間(５年)に基づいて
おります。

(2) 無形固定資産
     同左

(2) 無形固定資産
     同左

 

 (3) 重要な引当金及

び法廷準備金の

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額を
勘案し、回収不能見込額を
計上しております。なお、
在 外 子 会 社 (Khan  Bank 
LLC)は、モンゴル中央銀行
の規程に従い、貸付債権に
ついて返済期限が経過した
ものは、合理的基準に基づ
き引当金計上をしておりま
す。

 (1) 貸倒引当金
       同左

 (1) 貸倒引当金
       同左



 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 賞与引当金
 従業員に対する賞与の支払

に備えるため、会社所定の
計算方法による支給見込額
の当中間連結会計期間負担
額を計上しております。

(2) 賞与引当金
   同左

(2) 賞与引当金
 従業員に対する賞与の支払

に備えるため、会社所定の
計算方法による支給見込額
の当期負担額を計上してお
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、各社の退職金規程に
基づく当中間連結会計期間
末要支給額を計上しており
ます。なお、オリエント貿
易（株）におきましては、
従業員の退職給付に備える
ため、当中間連結会計期間
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。数理計算上の差異
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）による定額法に
より按分した額を、それぞ
れ発生の翌連結会計年度か
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、各社の退職金規程に
基づく当連結会計年度末要
支給額を計上しておりま
す。 
なお、オリエント貿易(株)
におきましては、平成19年
4月30日をもって適格退職
年金制度を廃止し、平成19
年5月１日より退職金前払
制度に移行しており、当中
間連結会計期間において全
額取崩し、確定支給額は、
固定負債の「その他」に含
めて表示しております。 
なお、本移行に伴い、退職
給付制度一部終了益51,131
千円を特別利益に計上して
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、各社の退職金規程に
基づく当連結会計期間年度
末要支給額を計上しており
ます。なお、オリエント貿
易（株）におきましては、
従業員の退職給付に備える
ため、当連結会計期間末に
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。数
理計算上の差異は、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）
による定額法により按分し
た額を、それぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理
しております。

(4) 訴訟等損失引当金
 訴訟等に係る損失に備える

ため、当該会社の損失見込
額から必要と認められる額
を計上しております。

(4) 訴訟等損失引当金
     ─

(4) 訴訟等損失引当金
  商品先物取引事故に備える

ため、過去の実績率をもっ
て損失見込額から商品取引
責任準備金の当連結会計年
度末残高を控除した額を計
上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金  

     ─

(5) 役員退職慰労引当金
 当社及び国内連結子会社1社

は、役員の退職慰労金の支
出に備えて、内規に基づく
中間期末要支給額を計上し
ております。

(5) 役員退職慰労引当金  

    ─

(6) システム解約損失 

 引当金  
       ─

(6) システム解約損失 

 引当金  
 システムの切り替えに係る

損失に備えるため、当該会
社の損失見込み額から必要
と認められる額を計上して
おります。

(6) システム解約損失 

 引当金  
          ─

(7) 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
及び「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。

(7) 証券取引責任準備金
  証券事故による損失に備え

るため、金融商品取引法附
則第40条に従い、旧証券取
引法第51条及び「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。

(7) 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
及び「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。

(8) 商品取引責任準備金
 商品先物取引事故による損

失に備えるため、商品取引
所法第221条の規定に基づ
き、同施行規則に定める額
を計上しております。

(8) 商品取引責任準備金

      同左

(8) 商品取引責任準備金

      同左



前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

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

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

 (4) 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

 在外子会社等の資産及び負
債は、当該子会社の中間決
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
調整勘定及び少数株主持分
に含めて計上しておりま
す。

 在外子会社等の資産及び負
債は、当該子会社の中間決
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
調整勘定及び少数株主持分
に含めて計上しておりま
す。 

 在外子会社等の資産及び負
債は、当該子会社の決算日
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
勘定及び少数株主持分に含
めて計上しております。

 (5) 重要なリース取

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) 重要なヘッジ会

計の方法

(1) ヘッジ会計の方法
   金利スワップについて 
  特例処理の条件を充たし 
  ている場合には特例処理 
  を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

─

(1) ヘッジ会計の方法

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象

 ヘッジ手段…金利 
       スワップ 

  ヘッジ対象…借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象

─

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象

同左

(3)ヘッジ方針 
   金利リスクの低減のた 
  め対象債務の範囲内でヘ 
  ッジを行っております。

(3)ヘッジ方針 

─

(3)ヘッジ方針 

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法
   特例処理によっている 
  金利スワップについて 
  は、有効性の評価を省略 
  しております。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

─

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (7) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

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、仮払消費税等及び仮受
消費税等は相殺のうえ、流動資
産のその他、もしくは流動負債
のその他に含めて表示しており
ます。 
 また固定資産に係る控除対象
外消費税は投資その他の資産
「その他」に計上し、法人税法
に規定する期間(５年)で償却し
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。  
 また固定資産に係る控除対象
外消費税は投資その他の資産
「その他」に計上し、法人税法
に規定する期間(５年)で償却し
ております。

５   中間連結キャッシ
ュ・フロー計算書
( 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、随時引き出し可能
な預金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない短期
投資からなっております。

同左 同左



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(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より、「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 平成17年12
月9日 )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 平
成17年12月9日) を適用しておりま
す。  
これによる損益に与える影響はありま
せん。 
なお、従来の資本の部の合計に相当す
る金額は25,012百万円であります。  
なお、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
間連結貸借対照表の純資産の部につい
ては、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。 

       ─ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ─

       ─ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(役員退職慰労引当金) 
役員退職慰労金は、従来、支給時の費
用として処理しておりましたが、「役
員賞与に関する会計基準」(企業会計基
準委員会 平成17年11月29日 企業会計
基準第4号)の公表を機に「租税特別措
置法上の準備金及び特別法上の引当金
又は準備金並びに役員退職慰労引当金
等に関する監査上の取扱い」(日本公認
会計士協会監査・保証実務委員会報告
第42号 平成19年4月13日)が公表された
ことを踏まえ、当中間連結会計期間よ
り内規に基づく中間連結会計期間末要
支給額を役員退職慰労引当金として計
上する方法に変更しております。 
この変更により、従来の方法によった
場合と比べて、営業損失が5百万円増加
し、経常利益が5百万円減少し、税金等
調整前中間純利益及び中間純利益は、
それぞれ34百万円減少しております。 
 
(連結財務諸表作成における在外子会社
の会計処理に関する当面の取り扱い) 
当中間連結会計期間より、「連結財務
諸表作成における在外子会社の会計処
理に関する当面の取り扱い」(実務対応
報告第18号 平成18年5月17日改正)を早
期適用し、原則として在外子会社の会
計基準を統一し、連結決算手続上必要
な修正を行っております。 
この変更により、従来の方法によった
場合と比べて、営業損失が2百万円減少
し、経常利益、税金等調整前中間純利
益及び中間純利益は、それぞれ2百万円
増加しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準等)  
当連結会計年度より、「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 平成17年12月9
日 )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 平成17
年12月9日) を適用しております。  
従来の「資本の部」の合計に相当する
金額は24,585百万円であります。  
なお、連結財務諸表規則の改正によ
り、当連結会計年度における連結貸借
対照表の純資産の部については、改正
後の連結財務諸表規則により作成して
おります。 

         
 
 
       ─ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ─



表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間連結貸借対照表） 
 前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、資産の部
の「連結調整勘定」、「営業権」、負債の部の「連結調整勘
定」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から
「のれん」、「負ののれん」と表示しております。 
  前中間連結会計期間において、「短期差入保証金」として掲
記されていたものは、「商品業務短期差入保証金」と表示して
おります。
(中間連結損益計算書） 
 前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、「連結調
整勘定償却額」として掲記されていたものは、当中間連結会計
期間から「のれん償却額」と表示しております。

 
(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 
 前中間連結会計期間及び前連結会計年度において、営業活動
によるキャッシュ・フローの「連結調整勘定償却額」として掲
記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却
額」と表示しております。

             ─



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産より控

除した減価償却累計

額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物及び構築物

器具備品・運搬具

合計  

890百万円

835

1,725

817百万円

900

1,717

794百万円

757

1,552

※２ 担保に供されている

資産

現金及び預金

商品有価証券等

投資有価証券

その他

合計  

1,240百万円

1,622

290

8,795

11,947

1,300百万円

681

216

9,329

11,527

1,700百万円

1,428

198

9,767

13,094

  その他の金額は、担保

として差入れを受けた

有価証券および信用取

引の自己融資見返り株

券を担保として差入れ

たものであります。

 

担保資産の対象とな
る債務

短期借入金

信用取引借入金

合計  

 

2,280百万円

20,135

22,415
 

 

3,000百万円

16,767

19,767

 

2,700百万円

22,107

24,807

※３ 銀行業務有価証券の

内訳

 

 

 

 

 

 

モンゴル銀行 
短期証券等

政府債券

合計  

3,448百万円

75

3,524

4,619百万円

780

5,400

2,933百万円

─

2,933

※４ 銀行業務貸付金の内

訳

 

 

 

 

 

 

商工ローン

個人ローン他

合計  

7,399百万円

9,463

16,862

16,452百万円

18,989

35,441

10,438百万円

14,883

25,321

※５ 銀行業務における顧

客預金の内訳

 

 

 

 

 

 

 

当座預金

普通預金

定期預金

その他

合計
 

4,016百万円

4,790

10,613

1,668

21,089

9,383百万円

12,226

20,379

3,307

45,298

4,859百万円

6,853

15,061

2,013

28,787



項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

  ６ 差入れている有価証

券及び差入れを受け

ている有価証券の時

価額

 (1) 差入れている有価証

券

①信用取引貸証券

②信用取引借入金の 
 本担保証券

③差入保証金代用 
 有価証券

④その他担保として 
 差し入れた有価証券

2,642百万円

26,731

11,488

3,794

2,217百万円

20,459

10,283

2,786

2,515百万円

25,081

11,873

3,067

 (2) 差入れを受けている

有価証券

①信用取引貸付金の 
 本担保証券

②信用取引借証券

③消費貸借により借  
 入れた有価証券

④受入証拠金代用 
 有価証券

⑤受入保証金代用 
 有価証券

⑥その他担保として受 
 け入れた有価証券で 
 自由処分権の付され 
 たもの  

33,411

841

1,725

0

30,591

1

26,616

821

1,840

─

21,496

12

33,446

971

1,616

─

27,927

45

※７ 引当金の計上根拠

（1）証券取引責任準備金
証券取引法第51条 

 

金融商品取引法附則 

第40条

証券取引法第51条 

 

（2）商品取引責任準備金 商品取引所法第221条       同左       同左

※８ のれん及び負ののれ

んの表示 

 

負ののれん

のれん

差引

のれん及び負ののれん
は、相殺表示しておりま
す。相殺前の表示は次の
とおりであります。

433百万円

74

359

 同左
  
 
 

3,533百万円

23

3,509

           同左 
 
 
 

1,544百万円

49

1,495



次へ 

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

     ─ (未確定事項) 

当社は、平成19年4月1日付

けで、オリエント貿易(株)

を株式交換により完全子会

社化いたしました。当該株

式交換にあたり、反対株主

より株式買取請求があり、

現在、裁判所に対し、価格

の決定の申立てが成されて

おります。 

当中間連結財務諸表の作成

にあたり、上記の株式買取

につきましては、株式交換

条件に基づく交付株式数

と、株式交換条件公表時の

時価(主要条件公表日の直

前5営業日の終値の平均値)

から算定される評価額で、

買取が行われたものと仮定

して処理しております。

     ─



(中間連結損益計算書関係) 

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 証券業務金融収益の

内訳

 

 

 

 

 

 

信用取引受取利息・ 
品貸料

受取配当金

受取債券利子

受取利息

その他

合計  

503百万円

1

0

10

22

538

495百万円

4

0

52

22

575

931百万円

16

0

44

39

1,030

※２ 銀行業務収益の内訳

貸出金等利息

役務取引等収益

その他

合計  

2,367百万円

206

16

2,589

3,985百万円

324

53

4,362

5,442百万円

475

52

5,970

※３ トレーディング損益

の内訳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株券等

債券等

受益証券

その他

合計  

61百万円

0

1

△158

△95

△18百万円

59

8

105

155

317百万円

0

20

△221

116

トレーディング損益に
は、証券先物取引等の売
買損益を含んでおりま
す。

         同左           同左

※４ 証券業務金融費用の

内訳

 

 

 

 

 

 

信用取引支払利息・ 
品借料

支払利息

その他

合計  

184百万円

22

0

207

203百万円

30

0

233

350百万円

41

0

393

※５ 取引関係費の内訳

支払手数料

取引所・協会費

通信・運送費

旅費・交通費

広告宣伝費

交際費

合計  

119百万円

242

404

131

430

14

1,343

141百万円

182

272

66

122

20

805

132百万円

427

783

226

662

25

2,256

※６ 人件費の内訳

 

報酬・給料

退職給付費用

退職金

福利厚生費

賞与引当金繰入

合計  

3,131百万円

125

15

395

405

4,073

2,561百万円

30

1

273

160

3,029

5,812百万円

241

1

688

472

7,216



次へ 

 

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※７ 不動産関係費の内訳

不動産費

器具・備品費

合計  

559百万円

76

635

390百万円

119

509

1,191百万円

181

1,372

※８ 事務費の内訳

事務委託費

事務用品費

合計  

475百万円

195

671

553百万円

123

676

1,101百万円

169

1,271

※９ 固定資産除却損の内

訳

建物及び構築物
器具備品・ 
運搬具

ソフトウェア

合計  

18百万円

10

2

31

13百万円

9

0

23

55百万円

42

50

149

※10 減損損失

当中間連結会計期間におい
て、連結子会社であるオリ
エント貿易株式会社及びオ
リエント証券株式会社にお
きまして、営業キャッシ
ュ・フローの低下及び継続
的な地価の下落により、下
記資産グループについて帳
簿価額を回収可能額まで減
額し、当該減少額を減損損
失として特別損失に計上い
たしました。

当中間連結会計期間におい
て、連結子会社であるエイ
チ・エス証券株式会社にお
いて、証券システムの入れ
替えを取締役会で決議した
ことに伴い、下記資産グル
ープについて帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として
特別損失に計上いたしまし
た。

当連結会計年度において、
連結子会社であるオリエン
ト貿易株式会社及びオリエ
ント証券株式会社におきま
して、営業キャッシュ・フ
ローの低下及び継続的な地
価の下落により、下記資産
グループについて帳簿価額
を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を減損損失
として特別損失に計上いた
しました。

 

用途 種類 場所

減損 

損失 

(百万円)

営 業 用

店舗
建物等 愛知県 1

研修所
土 地 及

び建物
福岡県 71

寮
土 地 及

び建物
福岡県 27

営業用
ソ フ ト

ウェア
東京都 31

合計 132

オリエント貿易株式会社で
は、営業用店舗につきまし
ては支店毎に継続的な収支
の把握を行なっていること
から各支店を、また賃貸不
動産及び遊休資産につきま
しては各資産を、グルーピ
ングの 小単位としており
ま す。ま た、本 店、研 修
所、福利厚生施設等につき
ましては、複数の資産グル
ープのキャッシュ・フロー
育成に寄与することから共
用資産としております。 
 オリエント証券株式会社
については、１つの資産グ
ループとしております。 
 なお、当資産グループの
回収可能価額は正味売却価
額により測定しており、主
として固定資産税評価額に
基づき算出しております。

 

用途 種類 場所

減損 

損失 

(百万円)

証券 

業務

ソ フ ト

ウェア
東京都 519

合計 519

エイチ・エス証券株式会社
では、営業部店ごとに継続
的な収支の把握を行ってい
ることから、各営業部店を

小単位として資産グルー
ピングしております。ま
た、本社で使用する資産や
証券システム等につきまし
ては、複数の資産グループ
のキャッシュ・フローの生
成に寄与することから、共
用資産としております。 
なお、当資産グループの回
収可能価額は使用価値によ
り測定しておりますが、残
存使用期間が1年未満である
ため、割引計算は行ってお
りません。

 

用途 種類 場所

減損 

損失 

(百万円)

営 業 用

店舗
建物等

大阪府 

愛知県
9

賃 貸 不

動産

土 地 及

び建物

福岡県 

山梨県
117

電 話 加

入権
東京都 33

ソ フ ト

ウェア
東京都 31

合計 191

オリエント貿易株式会社で
は、営業用店舗につきまし
ては支店毎に継続的な収支
の把握を行っていることか
ら各支店を、また賃貸不動
産及び遊休資産につきまし
ては各資産をグルーピング
の 小単位としておりま
す。また、本社、研修所、
福利厚生施設等につきまし
ては複数の資産グループの
キャッシュ・フロー生成に
寄与することから共用資産
としております。 オリエン
ト証券株式会社について
は、１つの資産グループと
しております。 なお、当資
産グループの回収可能価額
は正味売却価額により測定
しており、主として固定資
産税評価額に基づき算出し
ております。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(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。 

 取締役会決議に基づく自己株式取得による増加 998千株 

  
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計期間  

 後となるもの 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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。 

(1) 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加    1千株 

(2) 普通株式の自己株式の減少は、株式交換による減少        326千株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
  (注) 上記新株予約権は、行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

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(千株) 40,953 ― ― 40,953

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(千株) 2 998 ─ 1,000

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28日 
定時株主総会

普通株式 614 15 平成18年3月31日 平成18年6月28日

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(千株) 40,953 ― ― 40,953

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(千株) 1,119 1 326 794

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当中間連結
会計期間 
末残高 
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結
会計期間末

Khan Bank LLC 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 8



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 １ 発行済株式に関する事項 

 
  

 ２ 自己株式に関する事項 

 
    (変動事由の概要)  

       増加数の内訳は、次の通りであります。 

      (1) 取締役会決議に基づく自己株式取得による増加 1,103千株 

       (2) 持分法適用会社の増加に伴う自己株式の増加       14千株 

  

  ３ 新株予約権等に関する事項 
  

 
(注) 上記新株予約権は、行使期間の初日が到来しておりません。 

  

  ４ 配当に関する事項 

    (1) 配当金支払額 

 

   (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

       該当事項はありません。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 40,953 ― ― 40,953

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 2 1,117 ─ 1,119

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結会計
年度末

Khan Bank LLC 新株予約権 普通株式 ― ― ― ― 8

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28日 
定時株主総会

普通株式 614 15 平成18年3月31日 平成18年6月28日



前へ   次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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・預金勘定 12,533百万円

預入期間３ヶ月超 
の定期預金

△1,993

現金及び 
現金同等物

10,540

 

※1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・預金勘定 18,297百万円

預入期間３ヶ月超
の定期預金

△900

現金及び 
現金同等物

17,397

※1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・預金勘定 14,074百万円

預入期間３ヶ月超
の定期預金

△1,213

現金及び
現金同等物

12,861



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

    

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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

相当額および中間期末残

高相当額 （器具備品）

取得価額 
相当額

251百万円

減価償却累 
計額相当額

95

中間期末 
残高相当額

156

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 （器具備品）

取得価額
相当額

254百万円

減価償却累
計額相当額

111

中間期末
残高相当額

141

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）

取得価額 
相当額

148百万円

減価償却累 
計額相当額

42

期末残高 
相当額

105

 

   （ソフトウエア）
取得価額 
相当額

23百万円

減価償却累 
計額相当額

7

中間期末 
残高相当額

15

 

  （ソフトウエア）
取得価額
相当額

106百万円

減価償却累
計額相当額

15

中間期末
残高相当額

90

 

     （ソフトウエア）
取得価額 
相当額

22百万円

減価償却累 
計額相当額

4

期末残高 
相当額

17

 

 

２ 未経過リース料中間期 

 末残高相当額

１年以内 57百万円

１年超 120

合計 178
 

２ 未経過リース料中間期 

 末残高相当額

１年以内 84百万円

１年超 150

合計 235
 

２ 未経過リース料期末残

高相当額

１年以内 48百万円

１年超 78

合計 123

３ 当中間期の支払リース

料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

支払リース 
料

24百万円

減価償却費 
相当額

22

支払利息 
相当額

1

３ 当中間期の支払リース

料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

支払リース
料

46百万円

減価償却費
相当額

44

支払利息
相当額

2

３ 当期の支払リース料、

減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース
料

37百万円

減価償却費 
相当額

36

支払利息 
相当額

2

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

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース

物件の取得価額相当額と

の差額を利息相当額と

し、各期への配分方法に

ついては利息法によって

おります。

５ 利息相当額の算定方法

     同左

５ 利息相当額の算定方法

同左

６ 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。

６ 減損損失について 

     同左

６ 減損損失について 

     同左



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) その他有価証券で時価のあるものには、長期差入保証金代用有価証券が含まれております。 

  

２ 時価のない主な有価証券の内容 

  

 
  

(当中間連結会計期間) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) その他有価証券で時価のあるものには、長期差入保証金代用有価証券が含まれております。 

  

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)

株式 3,218 2,610 △607

債券 301 284 △16

その他 580 559 △21

合計 4,099 3,454 △645

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

満期保有目的の債券

 非上場外国債券 3,524

子会社株式及び関連会社株式

  子会社株式 0

  関連会社株式 5,190

  その他の子会社有価証券 311

その他有価証券

  非上場株式 854

   その他の非上場債券 54

  投資事業有限責任組合等に対する出資 63

  その他 399

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)

株式 4,633 4,039 △594

債券 301 273 △27

その他 398 358 △39

合計 5,333 4,671 △661



２ 時価のない主な有価証券の内容 

  

 
  

(前連結会計年度) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) その他有価証券で時価のあるものには、長期差入保証金代用有価証券が含まれております。 

  

２ 時価のない主な有価証券の内容 

  

 
  

中間連結貸借対照表計上額
(百万円)

満期保有目的の債券

 非上場外国債券 5,400

子会社株式及び関連会社株式

  子会社株式 0

  関連会社株式 9,231

  その他の子会社有価証券

その他有価証券

  非上場株式 511

   非上場国内債券 0

  投資事業有限責任組合等に対する出資 414

  その他 164

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)

株式 5,573 4,169 △1,403

債券 301 284 △16

その他 398 375 △23

合計 6,272 4,829 △1,443

連結貸借対照表計上額
(百万円)

満期保有目的の債券

 非上場外国債券 2,933

子会社株式及び関連会社株式

 子会社株式 0

 関連会社株式 7,187

その他有価証券

 非上場株式 
 非上場国内債券

738
0

 投資事業有限責任組合等に対する出資 
 その他

199
106



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

  前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

 

  当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

  該当事項はありません。 

  

  前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

  該当事項はありません。 

対象物、取引の種類

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

契約額等 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

商品

先物取引

売建 497 486 10

 買建 360 335 △25

オプション取引

 売建 ─ ─ ─

 買建 ─ ─ ─

合計

 売建 497 486 10

 買建 360 335 △25



(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18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主なサービス 

① 証券関連事業     有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出 

     し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱、有価証券に関す 

   る投資顧問業務その他の証券業務 

② 銀行関連事業    預金業務、貸付業務他 

 ③ 商品先物関連事業  商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務   

④ その他事業       ベンチャーキャピタル業務、Ｍ＆Ａ業務、投資信託業務 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主なサービス 

① 証券関連事業     有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出 

     し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱、有価証券に関す 

   る投資顧問業務その他の証券業務 

② 銀行関連事業    預金業務、貸付業務他 

 ③ 商品先物関連事業  商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務   

④ その他事業       ベンチャーキャピタル業務、Ｍ＆Ａ業務、投資信託業務、債権管理回収業務 

  

証券関連事業 
(百万円)

銀行関連事業
(百万円)

商品先物関連
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

2,455 2,589 2,638 159 7,842 ─ 7,842

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

─ ─ 0 3 3 ( 3) ─

計 2,455 2,589 2,639 162 7,846 ( 3) 7,842

営業費用 3,010 1,840 4,132 349 9,332 (16) 9,315

営業利益又は営業損失(△) △554 748 △1,493 △186 △1,486 12 △1,473

証券関連事業 
(百万円)

銀行関連事業
(百万円)

商品先物関連
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

1,959 4,362 1,681 214 8,217 ─ 8,217

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

─ ─ 0 71 71 ( 71) ─

計 1,959 4,362 1,681 285 8,289 ( 71) 8,217

営業費用 2,729 3,361 2,182 447 8,719 ( 82) 8,636

営業利益又は営業損失(△) △769 1,001 △500 △161 △429 11 △418



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主なサービス 

① 証券関連事業     有価証券及びデリバティブ商品の売買及び委託の媒介、有価証券の引受け及び売出 

     し、有価証券の募集及び売出しの取扱い、有価証券の私募の取扱、有価証券に関す 

   る投資顧問業務その他の証券業務 

② 銀行関連事業    預金業務、貸付業務他 

 ③ 商品先物関連事業  商品の先物取引、現金決済取引、指数先物取引、オプション取引を行う業務   

④ その他事業       ベンチャーキャピタル業務、Ｍ＆Ａ業務、投資信託業務、債権管理回収業務 

  

証券関連事業 
(百万円)

銀行関連事業
(百万円)

商品先物関連
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

営業収益

(1) 外部顧客に
対する営業収益

4,695 5,970 4,356 238 15,260 ─ 15,260

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

0 ─ 0 8 8 ( 8) ─

計 4,695 5,970 4,356 246 15,269 ( 8) 15,260

営業費用 5,486 4,314 7,115 664 17,581 (54) 17,526

営業利益又は営業損失(△) △791 1,656 △2,758 △418 △2,312 46 △2,266



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域……アジア ：モンゴル 

                アメリカ：アメリカ合衆国 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域……アジア ：モンゴル 

                アメリカ：アメリカ合衆国 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域……アジア ：モンゴル 

                アメリカ：アメリカ合衆国 

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

アメリカ
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

営業収益

(1) 外部顧客に対する 
  営業収益

5,197 2,589 55 7,842 ─ 7,842

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

4 ─ △0 3 ( 3) ─

計 5,201 2,589 55 7,846 ( 3) 7,842

営業費用 7,459 1,840 26 9,326 (11) 9,315

営業利益又は営業損失(△) △2,257 748 28 △1,480 7 △1,473

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

アメリカ
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

営業収益

(1) 外部顧客に対する 
  営業収益

3,825 4,362 29 8,217 ─ 8,217

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

4 ─ ─ 4 ( 4) ─

計 3,829 4,362 29 8,222 ( 4) 8,217

営業費用 5,264 3,361 22 8,648 (11) 8,636

営業利益又は営業損失(△) △1,434 1,001 7 △426 7 △418

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

アメリカ
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

営業収益

(1) 外部顧客に対する 
  営業収益

9,243 5,970 46 15,260 ─ 15,260

(2)セグメント間の内部
営業収益又は振替高

8 ─ △0 8 ( 8) ─

計 9,251 5,970 46 15,268 ( 8) 15,260

営業費用 13,204 4,314 62 17,581 54 17,526

営業利益又は営業損失(△) △3,952 1,656 △16 △2,313 46 △2,266



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域……アジア ：モンゴル 

                アメリカ：アメリカ合衆国 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域……アジア ：モンゴル 

                アメリカ：アメリカ合衆国 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域……アジア ：モンゴル 

                アメリカ：アメリカ合衆国 

アジア アメリカ 計

海外売上高(百万円) 2,589 55 2,644

連結売上高(百万円) ─ ─ 7,842

連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 33.0 0.7 33.7

アジア アメリカ 計

海外売上高(百万円) 4,362 29 4,392

連結売上高(百万円) ─ ─ 8,217

連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 53.1 0.3 53.4

アジア アメリカ 計

海外売上高(百万円) 5,970 46 6,016

連結売上高(百万円) ─ ─ 15,260

連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 39.1 0.3 39.4



(企業結合等関係) 
  前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
 該当事項はありません。 

  
  当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
  (共通支配下の取引等) 
  １ 結合当事企業又は対象となつた事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企  
   業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 
(1) 結合当事企業又は対象となつた事業の名称及びその事業の内容 

オリエント貿易株式会社 商品先物取引事業(内容：商品先物取引、金融商品取引業、金融商品仲介
業等) 

(2) 企業結合の法的形式 
株式交換 

(3) 結合後企業の名称 
オリエント貿易株式会社 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 
当社は、当社グループの連結経営体質の強化を図る上で、オリエント貿易グループの経営改革、業績
回復が重要課題であると考えております。このような中、さらなる経営改革に取り組むべくさらに意
思決定を迅速化し、また機動性を高めることが重要であるとの判断によりオリエント貿易を完全子会
社にいたしました。 

  
  ２ 実施した会計処理の概要 

 本件株式交換は「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び企業結合  
 会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(企業会計基準委員会 平成18年12月22日 企 
 業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。 

  
  ３ 子会社株式の追加取得に関する事項 
(1) 取得原価及びその内訳 

 
  
(2) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 
① 株式の種類及び交換比率 

普通株式 澤田ホールディングス㈱ １：オリエント貿易㈱ 0.75 
② 交換比率の算定方法 

当社及びオリエント貿易の株式価値の算定は、株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ(以
下、「グラックス・アンド・アソシエイツ」という。）に依頼いたしました。当社については、大
阪証券取引所ヘラクレスに上場されており、株価推移に異常性は認められないことから、市場株価
法により算定を行ないました。オリエント貿易については、当社連結子会社であること、かつ株式
を公開していないこと等から、将来キャッシュフローに着目したDCF法を重視し、補完的に相対的
評価手法であるマルチプル法を併用して、各手法に基づく評価額を加重平均することにより算定い
たしました。  

③ 交付株式数及びその評価額 
交付株式数   534,678株 
評価額       465百万円(主要条件の公表日の直前の5営業日の終値の平均値を使用してお  
               ります。) 

  
(3) 発生した負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 
① のれんの金額      2,401百万円 
② 発生原因 

被取得企業の取得原価は、株式交換に関する合意の発表前5日間の株価を基礎にして算定してお
り、追加取得持分を下回ったため、その差額を負ののれんとして認識しております。 

③ 償却の方法及び償却期間 
5年間で均等償却 

  
(4) 企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当該中間連結会計年度以降の会計処理方 
  針 

該当事項はありません。 
(5) 取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名 

該当事項はありません。 

取得の対価
 澤田ホールディングス㈱の株式 606百万円

取得原価 606百万円



 (吸収分割) 

 １ 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式 

   を含む事業分離の概要 

(1) 分離先企業の名称及び分離した事業の内容 

名称     エイチ・エス証券株式会社 

事業内容   証券関連事業の準備会社 

(2) 事業分離を行つた主な理由 

経営の機動性や意思決定の迅速性を確保し、急激な環境変化にも対応できる経営組織構築を目的とし

て、持株会社へ移行するため。 

(3) 事業分離日 

平成19年4月1日 

(4) 法的形式を含む事業分離の概要 

エイチ・エス証券株式会社(現 澤田ホールディングス株式会社)を分割会社とし、エイチ・エス証券

分割準備株式会社(現 エイチ・エス証券株式会社)を承継会社とする吸収分割。 

  

 ２ 実施した会計処理の概要 

   本会社分割は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分  

   離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第7号)ならびに  

    「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(企業会計基準委員会 平成18年12  

     月22日 企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引等として会計処理を行ってお  

     ります。 

  

  前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 
    該当事項はありません。 



(１株当たり情報) 

  

 
（注）1株当たり中間純利益金額又は中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後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。 

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 626円 05銭 619円17銭 617円40銭

 
１株当たり中間純利益又は中間(当期)
純損失(△)金額 
 

△33円45 銭 8円22銭       △41円03銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益

なお、潜在株式調整後1株
当たり中間純利益について
は、1株当たり中間純損失
であるため、記載しており
ません。

なお、潜在株式調整後1株
当たり中間純利益について
は、希薄化効果を有してい
る潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後1株
当たり当期純利益について
は、1株当たり当期純損失
であるため、記載しており
ません。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間純利益又は中間(当期)純損失(△) 
(百万円)

△1,352 330 △1,648

普通株主に帰属しない金額 
（百万円）

― ─ ─

普通株式に係る中間純利益又は 
中間(当期)純損失(△)(百万円)

△1,352 330 △1,648

普通株式の期中平均株式数(千株) 40,440 40,159 40,183

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
算定に含まれなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類
 (新株予約権) 
潜在株式の数 
 (  2,590個)

潜在株式の種類
 (新株予約権) 
潜在株式の数 
 (  1,510個)

潜在株式の種類 
 (新株予約権) 
潜在株式の数 
 (  1,850個)



(重要な後発事象) 

 前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

   1 自己株式取得について  

  平成18年12月22日に開催された取締役会において機動的な資本政策の遂行を可能とするため下記の要領で自己株式 

   を取得することを決議いたしました。  

 (1) 取得する株式の種類     普通株式  

 (2) 取得する株式の総数     1,000,000株 (上限)  

 (3) 株式取得価額の総額     1,000百万円 (上限)  

 (4) 取得する期間        平成18年12月25日から平成19年6月末日  

  

 当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

   該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

   1 株式交換について  

   当社は、連結子会社であるオリエント貿易株式会社との間で平成19年２月26日に同社を完全子会社とする株式交換  

   契約を締結いたしました。同契約に基づき、平成19年4月1日付で株式交換が実施され同社を完全子会社としており  

   ます。  

   当社と子会社であるオリエント貿易株式会社社は、商品先物取引業等を行っており、本株式交換により同社を当社 

   の完全子会社とすることでグループ全体の連携を深め、当社グループを取り巻く経営環境の変化に迅速に対応でき  

   る体制を整備し、より一層の企業体質強化を図るとともに企業価値の向上を目指すことを目的としております。グ  

   ループ全体の連携を深め、当社グループを取り巻く経営環境の変化に迅速に対応できる体制を整備し、より一層の  

   企業体質強化を図るとともに企業価値の向上を目指すことを目的として、株式交換を実施いたしました。なお、会  

   社法第796条第３項の定めに基づく簡易株式交換のため、当社は株主総会における株式交換契約書の承認決議は受け 

   ておりません。  

  株式交換の概要は、以下のとおりであります。  

  (1) 株式交換の内容  

  当社を完全親会社とし、オリエント貿易株式会社を完全子会社といたします。  

  (2) 株式交換の日  

  平成19年４月１日  

  (3) 株式交換比率  

  オリエント貿易株式会社の普通株式(ただし、当社保有分を除く)１株に対して当社の普通株式   

  0.75株を割当交付いたします。  

  ただし、当社が保有するオリエント貿易株式会社の普通株式1,708,770株に対しては割り当て交付   

  いたしません。  

  実施した会計処理の概要  

   本株式交換は、企業結合に係る会計基準(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び企業結合会計基準及び事業分離等 

   会計基準に関する適用指針(企業会計基準委員会 平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通  

   支配下の取引等として会計処理を行っております。  

  

(2) 【その他】 

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】 

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19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 3,888 322 3,720

2 預託金 22,432 ─ 22,914

3 トレーディング商品 1,710 ─ 1,540

 （1）商品有価証券等 ※２ 1,710 ─ 1,540

   ① 株券 1,578 ─ 1,484

   ② 債券 2 ─ 3

   ③ 受益証券 129 ─ 52

4 約定見返勘定 70 ─ 12

5 信用取引資産 29,813 ─ 29,495

 （1）信用取引貸付金 29,080 ─ 28,685

 （2）信用取引借証券担保金 732 ─ 810

6 立替金 291 0 17

7 短期貸付金 ― 943 850

8 その他 429 0 447

 貸倒引当金 △ 343 ─ △72

流動資産計 58,293 80.0 1,265 5.3 58,927 78.6

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産 ※１ 139 ─ 127

2 無形固定資産 843 ─ 785

3 投資その他の資産 13,614 22,769 15,166

（1）投資有価証券 ※２ 752 31 547

（2）関係会社株式 6,715 17,236 8,843

（3）その他の関係会社 
   有価証券

4,904 5,372 5,258

（4）破産更生債権に 
   準ずる債権

314 ─ 573

（5）その他 1,089 128 377

 貸倒引当金 △ 162 ─ △434

固定資産計 14,597 20.0 22,769 94.7 16,079 21.4

資産合計 72,890 100.0 24,034 100.0 75,007 100.0



 

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19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
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

1 信用取引負債 22,489 ─ 24,272

 （1）信用取引借入金 ※２ 20,135 ─ 22,107

 （2）信用取引貸証券受入金 2,353 ─ 2,164

2 預り金 12,998 6 12,416

3 受入保証金 9,788 ─ 9,565

4 短期借入金 ※２ 1,940 ─ 4,000

5 未払法人税等 50 16 89

6 賞与引当金 108 1 35

7 訴訟等損失引当金 26 ─ ─

8 その他 ※５ 166 16 198

流動負債計 47,568 65.2 40 0.2 50,579 67.4

Ⅱ 固定負債

1 退職給付引当金 111 ─ 118

2 役員退職慰労引当金 ─ 21 ─

3 その他 171 ─ 100

固定負債計 282 0.4 21 0.1 218 0.3

Ⅲ 特別法上の準備金 ※４

1 証券取引責任準備金 437 ─ 450

2 商品取引責任準備金 ─ ─ 0

特別法上の準備金計 437 0.6 ─ ─ 451 0.6

負債合計 48,288 66.2 62 0.3 51,249 68.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

1 資本金 12,223 16.8 12,223 50.8 12,223 16.3

2 資本剰余金

(1) 資本準備金 11,057 15.1 11,057 46.0 11,057 14.7

3 利益剰余金

(1) その他の利益剰余金

  繰越利益剰余金 2,708 3.7 1,934 8.0 2,119 2.8

4 自己株式 △ 1,158 △1.5 △ 647 △2.6 △ 1,253 △1.6

  株主資本合計 24,830 34.1 24,566 102.2 24,147 32.2

Ⅱ 評価・換算差額等

1 その他有価証券評価差額金 △ 228 △ 594 △ 389

評価・換算差額等合計 △ 228 △ 0.3 △ 594 △ 2.5 △ 389 △ 0.5

   純資産合計 24,602 33.8 23,972 99.7 23,757 31.7

負債・純資産合計 72,890 100.0 24,034 100.0 75,007 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19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 1,519 ─ 2,707

 （1）委託手数料 1,036 ─ 1,943

 （2）引受・売出手数料 148 ─ 177

 （3）募集・売出しの 
    取扱手数料

87 ─ 131

 （4）その他 247 ─ 455

 2 トレーディング損益 ※１ 65 ─ 341

 3 金融収益 442 ─ 876

 4 関係会社経営指導料 ─ 81 ─
 5 その他の営業収益 ─ 5 ─

営業収益計 2,028 100.0 87 100.0 3,925 100.0
Ⅱ 金融費用 141 7.0 ─ ─ 290 7.4

純営業収益 1,887 93.0 87 100.0 3,634 92.6

Ⅲ 販売費・一般管理費 2,354 116.1 76 87.9 4,286 109.2

 1 取引関係費 655 7 1,093

 2 人件費 928 28 1,686

 3 不動産関係費 134 1 299

 4 事務費 408 18 775

 5 減価償却費 ※２ 117 ─ 231

 6 租税公課 45 17 85

 7 貸倒引当金繰入 ─ ─ ─

 8 その他 64 4 114
営業利益又は営業損失 
（△）

△466 △23.0 10 12.1 △651 △16.6

Ⅳ 営業外収益 380 18.8 23 26.9 377 9.6

 1 関係会社貸付金利息 30 5 36

 2 投資事業組合投資利益 249 11 197

 3 不動産賃貸料 31 ─ 57

 4 その他 69 6 85

Ⅴ 営業外費用 125 6.2 57 65.2 295 7.5

 1 不動産賃借料 31 ─ 60

 2 投資事業組合投資損失 76 57 209

 3 その他 17 0 24

経常損失 211 △10.4 23 △26.3 569 △14.5

Ⅵ 特別利益 82 4.0 ─ ─ 80 2.0

 1 貸倒引当金戻入 55 ─ 54

 2 投資有価証券売却益 2 ─ 2

  3 関係会社株式売却益 24 ─ 24

Ⅶ 特別損失 345 17.0 21 24.5 460 11.7

 1 固定資産除却損 ※３ 0 ─ 51

 2 証券取引責任準備金繰入 13 ─ 27

 3 過怠金 ─ ─ 40

 4 証券事故損失 304 ─ 334

 5 役員退職慰労引当金繰入 ─ 21 ─

 6 訴訟等損失引当金繰入 26 ─ ─

 7  投資有価証券評価損 ─ ─ 7

税引前中間(当期)純損失 475 △23.4 44 △50.8 949 △24.2

法人税、住民税及び事業税 6 0.3 0 0.7 121 3.1

法人税等調整額 128 6.4 ─ ─ 128 3.3

中間(当期)純損失 610 △30.1 45 △51.5 1,200 △30.6



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  
  

 
  

 
 (注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

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
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

平成18年３月31日残高(百万円) 12,223 11,057 11,057 3,934 3,934 △1 27,213

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 （注） △614 △614 △614

 中間純利益 △610 △610 △610

 自己株式の取得 △1,157 △1,157

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─ △1,225 △1,225 △1,157 △2,382

平成18年９月30日残高(百万円) 12,223 11,057 11,057 2,708 2,708 △1,158 24,830

評価・換算差額等

純資産合計その他 
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) 230 230 27,443

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 （注） △614

 中間純損失 △610

 自己株式の取得 △1,157

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△458 △458 △458

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△458 △458 △2,841

平成18年９月30日残高(百万円) △228 △228 24,602



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
 (注) 当社は平成19年4月1日付で会社分割を行っているため、会社分割後期首の数値を記載しております。 

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
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

繰越利益剰余金

平成19年４月1日残高(注) 
(百万円)

12,223 11,057 11,057 2,119 2,119 △1,253 24,147

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 △45 △45 △45

 自己株式の取得 △0 △0

 株式交換による子会社株式 
 取得による減少

606 606

 自己株式処分差額 △140 △140 △140

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△185 △185 605 419

平成19年９月30日残高 
(百万円)

12,223 11,057 11,057 1,934 1,934 △647 24,566

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年４月1日残高(注)(百万円) △582 △582 23,564

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 △45

 自己株式の取得 △0

 株式交換による子会社株式取  
 得による減少

606

 自己株式処分差額 △140

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△11 △11 △11

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△11 △11 407

平成19年９月30日残高(百万円) △594 △594 23,972



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
 (注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

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
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

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高 
(百万円)

12,223 11,057 11,057 3,934 3,934 △1 27,213

事業年度中の変動額

 剰余金の配当(注) △614 △614 △614

 当期純損失 △1,200 △1,200 △1,200

 自己株式の取得 △1,252 △1,252

 株主資本以外の項目の 
 当期変動額(純額)

当期変動額合計(百万円) △1,814 △1,814 △1,252 △3,066

平成19年３月31日残高 
(百万円)

12,223 11,057 11,057 2,119 2,119 △1,253 24,147

評価・換算差額等
純資産合計

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)

230 230 27,443

当期変動額

 剰余金の配当(注) △614

 当期純損失 △1,200

 自己株式の取得 △1,252

 株主資本以外の項目の 
 当期変動額(純額)

△619 △619 △619

当期変動額合計(百万円) △619 △619 △3,685

平成19年３月31日残高 
(百万円)

△389 △389 23,757



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法
１トレーディング(売買目的有

価証券)に関する有価証券
等

 商品有価証券等(売買目的有
価証券等)及びデリバティ
ブ取引等については、時価
法(売却原価は移動平均法
により算出)を採用してお
ります。

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法
１トレーディング(売買目的有

価証券)に関する有価証券
等

─

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法
１トレーディング(売買目的有

価証券)に関する有価証券
等

  商品有価証券等(売買目的有
価証券等)及びデリバティ
ブ取引等については、時価
法(売却原価は移動平均法
により算出)を採用してお
ります。

２ トレーディング関連以

外の有価証券等
(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。
(2) その他有価証券(投資有価

証券等)
 時価のある有価証券につい

ては、中間決算日の市場価
格等に基づく時価法（評価
差額については全部純資産
直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算
出）を採用し、時価のない
有価証券については、移動
平均法による原価法を採用
しております。 
なお投資事業有限責任組合
およ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。

２ トレーディング関連以

外の有価証券等
(1) 子会社株式及び関連会社

株式

同左

(2) その他有価証券(投資有価
証券等)

 時価のある有価証券につい
ては、中間決算日の市場価
格等に基づく時価法（評価
差額については全部純資産
直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算
出）を採用し、時価のない
有価証券については、移動
平均法による原価法を採用
しております。 
なお投資事業有限責任組合
およびそれに類する組合へ
の出資（金融商品取引法第
2条第2項により有価証券と
みなされるもの）について
は、組合契約に規定される
決算報告日に応じて入手可
能な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。

２ トレーディング関連以

外の有価証券等
(1) 子会社株式及び関連会社

株式

同左

(2) その他有価証券(投資有価
証券等)

 時価のある有価証券につい
ては、決算日の市場価額等
に基づく時価法(評価差額
については全部純資産直入
法により処理し、売却原価
は移動平均法により算出)
を採用し、時価のない有価
証券については、移動平均
法による原価法を採用して
おります。 
なお、投資事業有限責任組
合及びそれに類する組合へ
の出資（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。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産
 定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。
  建物   10～15年
  器具備品 ３～20年

(1) 有形固定資産

           ─

(1) 有形固定資産
  定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の
とおりであります。
  建物   10～15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、ソフトウェアについて
は、社内における利用可能期
間(５年)に基づいておりま
す。

(2) 無形固定資産

           ─

(2) 無形固定資産
  定額法を採用しております。

なお、ソフトウェアについて
は、社内における利用可能期
間(５年)に基づいておりま
す。

３ 引当金及び準備 

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額を
勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

(1) 貸倒引当金

─

(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額を
勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

(2) 賞与引当金
 従業員に対する賞与の支払

に備えるため、会社所定の
計算方法による支給見込額
の当中間会計期間負担額を
計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金
 従業員に対する賞与の支払

に備えるため、会社所定の
計算方法による支給見込額
の当期負担額を計上してお
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、当社の退職金規程
に基づく当中間会計期間末
要支給額を計上しておりま
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、当社の退職金規程に
基づく当期末要支給額を計
上しております。

(4) 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
及び「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。

(4) 証券取引責任準備金

           ─

(4) 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
及び「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) 訴訟等損失引当金
 訴訟に係る損失に備えるた

め、当該会社の損失見込額
から必要と認められる額を
計上しております。

(5) 訴訟等損失引当金

─

(5) 訴訟等損失引当金

─



項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 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

５ 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

処理の条件を充たしている
場合には特例処理を採用し
ております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段 

  …金利スワップ

  ヘッジ対象 

  …借入金

(3) ヘッジ方針
 金利リスクの低減のため対

象債務の範囲内でヘッジを
行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法
 特例処理によっている金利

スワップについては、有効
性の評価を省略しておりま
す。

(1) ヘッジ会計の方法
           ─
 
 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象
           ─
 
 
 
 
(3) ヘッジ方針
           ─
 
 
(4) ヘッジ有効性評価の方

法

          ─

(1) ヘッジ会計の方法
 金利スワップについて特例

処理の条件を充たしている
場合には特例処理を採用し
ております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

    ヘッジ手段 

  …金利スワップ

   ヘッジ対象 

  …借入金

(3) ヘッジ方針
  金利リスクの低減のため対

象債務の範囲内でヘッジを
行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法
  特例処理によっている金利

スワップについては、有効
性の評価を省略しておりま
す。

６ 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

(1) 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。 
また、固定資産に係る控除
対象外消費税は投資等の
「その他」に計上し、法人
税法に規定する期間(５年)
で償却しております。

 (2) その他

            ─

(1) 消費税等の会計処理
     同左 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) その他
 当社は、平成19年3月31日ま

では証券業を営んでおりま
したが、平成19年4月1日付
けで実施した会社分割によ
り、当該営業を子会社のエ
イチ・エス証券株式会社に
承継させ、持株会社となっ
ております。証券会社では
なくなったため、当中間会
計期間の中間財務諸表は
「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）に基づいて作成し
ております。

(1) 消費税等の会計処理
     同左 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) その他

     ─



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 

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

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準)   
 当中間会計期間より、「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 平成17年
12月9日 )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 平成17年12月9日) を適用してお
ります。 
これによる損益に与える影響はあり
ません。 
なお、従来の資本の部の合計に相当
する金額は24,602百万円でありま
す。 
なお、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
貸借対照表の純資産の部について
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。

                
               ─

              ─ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(役員退職慰労引当金) 
役員退職慰労金は、従来、支給時の
費用として処理しておりましたが、
「役員賞与に関する会計基準」(企業
会計基準委員会 平成17年11月29日 
企業会計基準第4号)の公表を機に
「租税特別措置法上の準備金及び特
別法上の引当金又は準備金並びに役
員退職慰労引当金等に関する監査上
の取扱い」(日本公認会計士協会監
査・保証実務委員会報告第42号 平成
19年4月13日)が公表されたことを踏
まえ、当中間会計期間より内規に基
づく中間会計期間末要支給額を役員
退職慰労引当金として計上する方法
に変更しております。 
この変更により、従来の方法によっ
た場合と比べて、税引前中間純利益
及び中間純利益は、それぞれ21百万
円減少しております。 
 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す
る会計基準)   
 当事業年度より、「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 平成17年12
月9日 )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
平成17年12月9日) を適用しておりま
す。 
これによる損益に与える影響はあり
ません。 
なお、従来の資本の部の合計に相当
する金額は23,757百万円でありま
す。 
なお、財務諸表等規則の改正によ
り、当事業年度における貸借対照表
の純資産の部については、改正後の
財務諸表等規則により作成しており
ます。

 
                 ─



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

項目
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価

償却累計額
173百万円 ─百万円 181百万円

※２ 担保に供されている

資産

 

 

 

 

 

 

商品有価証券等

投資有価証券

その他

合計  

1,622百万円

46

8,295

9,964

─百万円

─

─

─

1,428百万円

38

9,767

11,235

  その他の金額は、担保

として差入れを受けた

有価証券及び信用取引

の自己融資見返り株券

を担保として差入れた

ものであります。

担保資産の対象とな
る債務

短期借入金

信用取引借入金

合計

 

1,940百万円

20,135

22,075

 

─百万円

─

─

 

2,700百万円

22,107

24,807

※３ 

 (1) 差入れている有価証

券等の時価額

 

 

 

 

 

 

①信用取引貸証券

②信用取引借入金の 
 本担保証券

③差入保証金代用 
 有価証券

④その他担保として 
 差し入れた有価証券

2,539百万円

20,135

6,673

3,794

─百万円

─

─

─

2,348百万円

22,107

8,924

3,067

 (2) 差入れを受けている

有価証券等の時価額

①信用取引貸付金の 
 本担保証券

②信用取引借証券

③消費貸借契約によ  
 り借入れた有価証  
 券

④受入証拠金代用 
 有価証券

⑤受入保証金代用 
 有価証券

⑥その他担保として 
 受け入れた有価証券 
 で自由処分権の付さ 
 れたもの

26,807

732

1,725

0

25,776

1

─

─

─

─

─

─

27,471

810

1,616

─

24,978

45

※４ 特別法上の準備金

   証券取引責任準備金    証券取引法第51条         ─   証券取引法第51条

※５ 消費税等の取扱い  仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺の上、流

動負債の「その他の流動

負債」に含めて表示して

おります。

     同左          ─



 注記事項 

(中間損益計算書関係) 

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ トレーディング損益

の内訳

 

株券等 64百万円

債券等 0

受益証
券

1

計 65
 

株券等 ─百万円

債券等 ─

受益証
券

─

計 ─
 

株券等 321百万円

債券等 0

受益証
券

20

計 341

トレーディング損益には

証券先物取引等の売買損

益を含んでおります。

─ トレーディング損益には

証券先物取引等の売買損

益を含んでおります。

※２ 減価償却実施額

 

有形固定 
資産

13百万円

無形固定 
資産

103

 

有形固定
資産

─百万円

無形固定
資産

─

 

有形固定 
資産

25百万円

無形固定 
資産

205

※３ 固定資産除却損の内

訳

 

建物附属 
設備

0百万円

器具備品  ─       

ソフトウ
ェア

  ─       

 

建物附属
設備

─百万円

器具備品 ─       

ソフトウ
ェア

 ─       

 

建物附属 
設備

1百万円

器具備品 12       

ソフトウ
ェア

37       

 



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(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。 

 取締役会決議に基づく自己株式取得による増加 998千株 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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。 

(1) 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加   1千株 

        (2) 普通株式の減少は、株式交換による減少                    534千株 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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。 

       取締役会決議に基づく自己株式取得による増加  1,103千株 

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(千株) 2 998 ─ 1,000

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(千株) 1,105 1 534 571

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 2 1,103 ─ 1,105



(リース取引関係) 

   

 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19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)

取得価額 
相当額

25百万円

減価償却累 
計額相当額

10

中間期末 
残高相当額

14

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)

取得価額
相当額

─百万円

減価償却累
計額相当額

─

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

相当額及び期末残高相当

額

(器具備品)

取得価額 
相当額

41百万円

減価償却累 
計額相当額

18

期末残高 
相当額

22

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年以内 4百万円

１年超 10

合計 15

２ 未経過リース料中間期

末残高相当額

１年以内 ─百万円

１年超 ─

合計 ─

２ 未経過リース料期末残

高相当額

１年以内 8百万円

１年超 14

合計 23

３ 当中間期の支払リース

料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

支払リース 
料

2百万円

減価償却費 
相当額

2

支払利息 
相当額

0

３ 当中間期の支払リース

料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

支払リース
料

─百万円

減価償却費
相当額

─

支払利息
相当額

─

３ 当期の支払リース料、

減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース 
料

9百万円

減価償却費 
相当額

8

支払利息 
相当額

1

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

─

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。

５ 利息相当額の算定方法

 リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、

各期への配分法について

は、利息法によっており

ます。

５ 利息相当額の算定方法

─

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、

各期への配分法について

は、利息法によっており

ます。

６  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。

６  減損損失について 

     ─

６  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。



(有価証券関係) 

(前中間会計期間) 

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。 

  

(当中間会計期間) 

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。 

  

(前事業年度) 

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。 

  

(企業結合等関係) 

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

該当事項はありません。 

  

 当中間会計期間（自  平成19年４月１日  至  平成19年９月30日） 

(1) 中間連結財務諸表 注記事項の（企業結合等関係）に記載のとおりであります。 

  

 前事業年度（自  平成18年４月１日  至  平成19年４月30日） 

該当事項はありません。 

  



（１株当たり情報） 

  

 
 (注)1株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、 

   以下の通りであります。 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日

至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 615円77銭 593円65銭 596円21銭

１株当たり中間(当期)純損失金額 15円11銭 1円12銭 29円86銭

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)
純利益金額

       ─       ─ ─
なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益金額
ついては、１株当たり中
間純損失であり、また、
希薄化効果を有している
潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益金額
ついては、１株当たり中
間純損失であり、また、
希薄化効果を有している
潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額
ついては、１株当たり当
期純損失であり、また、
希薄化効果を有している
潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純損失 
(百万円)

610 45 1,200

普通株主に帰属しない金額 
（百万円）

― ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純損失 
(百万円)

610 45 1,200

普通株式の期中平均株式数(千株) 40,440 40,382 40,183

中間(当期)純利益調整額（百万円） ― ─ ─

普通株式増加数（千株） ― ─ ─

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
算定に含まれなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類
 (新株予約権) 
潜在株式の数 
 (  2,590個)

潜在株式の種類
 (新株予約権) 
潜在株式の数 
 (  1,510個)

潜在株式の種類 
 (新株予約権) 
潜在株式の数 
 (  1,850個)



(重要な後発事象) 

  前中間会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) 

 １ 持株会社制移行に伴う会社分割について 

  平成18年12月14日開催の取締役会において、下記の通り会社分割を行なうことを決議いたしました。 

 1 本会社分割においては、当社の営む証券業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業等を当社子会社である

   エイチ・エス証券分割準備株式会社（以下「承継会社」という。）に包括的に承継させることを目的としていま  

    す。 

  2 会社分割の要旨  

   (1)分割の日程（予定）  

  分割契約書の取締役会決議 平成18年12月14日  

  分割契約書承認の株主総会 平成19年2月23日  

  分割期日 平成19年4月1日  

  分割登記 平成19年4月1日  

   (2)分割の方式  

   ①当社を分割会社とする分社型吸収分割  

   ②当分割方式を採用した理由  

  当社が行なっている証券業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業を準備会社へ承継するにあたり、分割

   期日に先立って監督官庁への登録・認可申請を行うために当分割方式を採用いたしました。  

   (3)株式の割当  

  承継会社は、分割に際して普通株式237,020株（1株当たり50,000円）を発行し、当社に対してそのすべてを割当  

   てます。  

   (4)分割交付金  

  分割交付金の支払いはありません。  

 3 会社分割の当事会社の概要（平成18年9月30日現在）  

   分割会社  

   エイチ・エス証券㈱  

   事業内容 証券業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業  

   設立年月日 昭和33年１月21日  

   本店所在地 東京都新宿区西新宿6－8－１  

   代表者 代表取締役社長 澤田 秀雄  

   資本金 12,223百万円   

   発行済株式数 40,953,500株   

   純資産 24,602百万円   

   総資産 72,890百万円   

   決算期 3月31日  

   従業員数 192名  

   

   承継会社  

   エイチ・エス証券分割準備㈱  

   事業内容 証券業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業  

   設立年月日 平成18年9月28日  

   本店所在地 東京都新宿区西新宿6－8－１  

   代表者 代表取締役社長 澤田 秀雄  

   資本金 100百万円   

   発行済株式数 2,000株   

   純資産 100百万円   

   総資産 100百万円   

   決算期 3月31日  

   従業員数 0名  

   



 4 業績に与える影響  

 ①分割後の連結業績見通し  

  当社の連結業績に与える影響は軽微であります。  

 ②分割後の個別業績見通し  

  本会社分割によって当社の事業はすべて承継会社に承継されるため、当社の収入はグループ各社からの配当収入お

   よび経営管理収入等を、費用は持株会社としての運営経費を予定しております。  

  

 ２  自己株式取得について  

  平成18年12月22日に開催された取締役会において機動的な資本政策の遂行を可能とするため下記の要領で自己株式

   を取得することを決議いたしました。  

  (1) 取得する株式の種類     普通株式  

   (2) 取得する株式の総数     1,000,000株 (上限)  

   (3) 株式取得価額の総額     1,000百万円 (上限)  

   (4) 取得する期間        平成18年12月25日から平成19年6月末日  

  

  当中間会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日) 

  1 吸収合併について 

   当社は平成19年11月1日付で、連結子会社であるエイチ・エスファイナンス株式会社を吸収合併いたしました。 

   結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取 

  引の目的を含む取引の概要 

   (1) 結合当事企業 

    エイチ・エスファイナンス株式会社 

   (2) 事業の内容 

    投資事業 

   (3) 企業結合の法的形式 

       吸収合併 

   (4) 結合後企業の名称 

    澤田ホールディングス株式会社 

   (5) 取引の目的を含む取引の概要 

    当社グループの事業の選択と集中、グループの再編及び資産管理の徹底に取り込むべく、吸収合併をいたしま 

    した。 

    実施した会計処理の概要 

   「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計 

     基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号)に基 

       づき、共通支配下の取引等として会計処理を行っております。 

  

  2 子会社増資について 

   当社は、平成19年12月17日開催の取締役会において子会社であるKhan Bank LLC(53%を所有)の株主割当増資   

  ＄2,653,060(約3億円)を引受けることを決議いたしました。 

   増資引受の目的 

  子会社であるKhan Bank LLCの財務体質を強化し健全な事業展開を図るものであります。 

  増資の概要 

  1. 発行する新株式数       普通株式    339,840株 

  2. 新株の発行方法     株主割当 

  3. 新株の発行価格     1株につき ＄14.7 

   4. 払込期日        平成19年12月25日(予定) 



  前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  1 会社分割について 

   当社は、平成18年9月19日開催の取締役会において、経営の機動性や意思決定の迅速性を確保し、急激な環境変化に 

   も対応できる経営組織構築を目的として、持株会社へ移行することを決議いたしました。 

   これを受けて、当社は、同年9月28日付でエイチ・エス証券分割準備株式会社を設立し、同年12月14日付で、同社  

   と、同社に証券業、投資顧問業、金融先物取引業、商品先物取引業等を包括的に承継させる吸収分割契約書を締結  

   いたしました。   

   吸収分割契約書は、平成19年2月23日開催の臨時株主総会において承認されております。 

  平成19年4月1日付で、当社は、新たに設立した子会社「エイチ・エス証券分割準備株式会社」に対して、会社分割  

  （当社を分割会社、当該子会社を承継会社とする吸収分割）により従来営んでいた、証券業、投資顧問業、金融先物 

   取引業、商品先物取引業等の事業を包括的に承継させました。 

  また、これと同時に当社は、「エイチ・エス証券株式会社」から「澤田ホールディングス株式会社」に当該子会社  

   は「エイチ・エス証券分割準備株式会社」から「エイチ・エス証券株式会社」にそれぞれ商号を変更し、同日をも  

   って持株会社制へ移行いたしました。 

   本吸収分割は、企業結合に係る会計基準(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び企業結合会計基準及び事業分離等 

   会計基準に関する適用指針(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通  

   支配下の取引等として会計処理を行っております。 

  

  2 株式交換について 

   当社は、連結子会社であるオリエント貿易株式会社との間で平成19年２月26日に同社を完全子会社とする株式交換  

   契約を締結いたしました。同契約に基づき、平成19年4月1日付で株式交換が実施され同社を完全子会社としており  

   ます。 

   当社と子会社であるオリエント貿易株式会社社は、商品先物取引業等を行っており、本株式交換により同社を当社  

   の完全子会社とすることでグループ全体の連携を深め、当社グループを取り巻く経営環境の変化に迅速に対応でき  

   る体制を整備し、より一層の企業体質強化を図るとともに企業価値の向上を目指すことを目的としております。グ  

   ループ全体の連携を深め、当社グループを取り巻く経営環境の変化に迅速に対応できる体制を整備し、より一層の  

   企業体質強化を図るとともに企業価値の向上を目指すことを目的として、株式交換を実施いたしました。なお、会  

   社法第796条第３項の定めに基づく簡易株式交換のため、当社は株主総会における株式交換契約書の承認決議は受け 

   ておりません。 

   株式交換の概要は、以下のとおりであります。 

   (1) 株式交換の内容 

   当社を完全親会社とし、オリエント貿易株式会社を完全子会社といたします。 

   (2) 株式交換の日 

   平成19年４月１日 

   (3) 株式交換比率 

   オリエント貿易株式会社の普通株式(ただし、当社保有分を除く)１株に対して当社の普通株式0.75株を割当交付い  

   たします。 

   ただし、当社が保有するオリエント貿易株式会社の普通株式1,708,770株に対しては割り当て交付いたしません。 

   実施した会計処理の概要 

   本株式交換は、企業結合に係る会計基準(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び企業結合会計基準及び事業分離等 

   会計基準に関する適用指針(企業会計基準委員会 平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通  

   支配下の取引等として会計処理を行っております。 

  

(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50期（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）平成19年６月21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 

    訂正報告書（上記(1)有価証券報告書）を平成19年12月14日関東財務局長に提出。 

  

(3) 臨時報告書 

  平成19年８月28日関東財務局長へ提出 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）に基づく臨時報告 

  書であります。 

  平成19年８月28日関東財務局長へ提出 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２（株式交換完全親会社となる株式交  

  換）に基づく臨時報告書であります。 

  

(4) 自己株買付状況報告書 

  報告期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年６月30日）平成19年７月12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18年12月22日

エイチ・エス証券株式会社 

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

ているエイチ・エス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、エイチ・エス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。 

  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結

会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」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」を適用している。 

  

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 

  

 

新日本監査法人

  指定社員 
  業務執行社員

公認会計士  樽  本  修  平  ㊞

  指定社員 
  業務執行社員

公認会計士  田  中  清  吾  ㊞

※ 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いる。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月21日

澤田ホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている澤田ホールディングス株式会社の平成１９年４月１日から平成２０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１９年４月１日から平成１９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、澤田ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成１９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１９年４月１日から平成１９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 

  

 

新日本監査法人

  指定社員 
  業務執行社員

公認会計士  樽  本  修  平  ㊞

  指定社員 
  業務執行社員

公認会計士  田  中  清  吾  ㊞

  指定社員 
  業務執行社員

公認会計士  成  田  智  弘  ㊞

※ 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いる。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月22日

エイチ・エス証券株式会社 

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

ているエイチ・エス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50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、エイチ・エス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。 

  

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18年12月14日開催の取締役会において、会社分割を

行うことを決議している。 

  

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 

  

 

新日本監査法人

  指定社員 
  業務執行社員

公認会計士  樽  本  修  平  ㊞

  指定社員 
  業務執行社員

公認会計士  田  中  清  吾  ㊞

※ 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いる。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月21日

澤田ホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

 

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている澤田ホールディングス株式会社の平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで

の第５１期事業年度の中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９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、澤田ホールディングス株式会社の平成１９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１９年４月１日から平成１９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 

 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は役員退職慰労金

を、従来、支給時の費用として処理していたが、当中間会計期間より内規に基づく要支給額を役員退職慰労

引当金として計上する方法に変更している。 

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１９年１１月１日付で、連結子会社であるエイチ・

エスファイナンス株式会社を吸収合併している。 

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 

 

新日本監査法人

  指定社員 
  業務執行社員

公認会計士  樽  本  修  平  ㊞

  指定社員 
  業務執行社員

公認会計士  田  中  清  吾  ㊞

  指定社員 
  業務執行社員

公認会計士  成  田  智  弘  ㊞

※ 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いる。
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