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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第52期

第２四半期連結
累計期間

第52期
第２四半期連結
会計期間

第51期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

営業収益 (百万円) 9,232 4,555 16,109

経常利益 (百万円) 3,013 1,394 2,926

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失（△）

(百万円) 744 △ 405 △ 420

純資産額 (百万円) ― 29,083 27,866

総資産額 (百万円) ― 131,322 124,838

１株当たり純資産額 (円) ― 624.83 596.97

１株当たり四半期純利益又は
四半期(当期)純損失（△）

(円) 18.54 △10.10 △ 10.46

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 19.1 19.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,698 ― △ 48

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,183 ― △ 2,532

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,394 ― 2,802

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 19,705 11,707

従業員数 (人) ― 4,216 4,019

(注)　１．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

２．第51期及び第52期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、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おりますが、行使価格が株式

の期中平均株価を下回っており、希薄化効果を有していないことから記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期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）において営まれている

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】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年９月30現在

従業員数(人) 4,216［ 5］ 

(注) 　従業員数は就業人員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループ

への出向者を含む。）であり、臨時従業員数は［　］内に当第２四半期連結会計期間の平均人員で記載しておりま

す。なお、臨時従業員数には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(人) 3［―］

(注) 　従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員

数は［　］内に当第２四半期会計期間の平均人員で記載しております。なお、臨時従業員数には、パートタイマー及

び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 当第２四半期連結会計期間の経営成績

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発し

た米証券大手の破綻、欧州各国銀行の国有化等の金融システムの混乱による金融不安や景気動向に対し

一段と先行きへの不透明感が増してまいりました。また、新興市場は引き続き株式相場の低迷、既上場会

社による不祥事の発生が投資家離れを招くなど、低調な動きが続いております。これに伴い委託売買代金

は低水準となっております。

このような環境の下、当社グループの当第２四半期連結会計期間の営業収益は45億55百万円、経常利益

は13億94百万円、四半期純損失は４億５百万円となりました。

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

（受入手数料）

当第２四半期連結会計期間の受入手数料は、３億85百万円となりました。

委託手数料

 　委託手数料につきましては、２億49百万円となりました。

引受・売出手数料

　引受・売出手数料につきましては、４百万円となりました。

募集・売出しの取扱手数料

　募集・売出しの取扱手数料につきましては、20百万円となりました。

その他の受入手数料

　その他の受入手数料につきましては、１億11百万円となりました。

（トレーディング損益）

外国債券の販売に注力した結果、トレーディング損益は２億円となりました。

（金融収支）

金融収益は２億16百万円、金融費用は１億２百万円となり、金融収益から金融費用を差し引いた金融

収支は１億13百万円となりました。

以上の結果、当四半期の営業収益は８億１百万円、営業損失は３億44百万円となりました。

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、貸付金の

利息を中心に、営業収益は31億85百万円、営業利益は８億86百万円となりました。

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エイチ・エス・フューチャーズ株式会社につきまし

ては、営業収益は４億39百万円となりましたが２億33百万円の営業損失となりました。

④　その他事業

その他事業につきましては、営業収益は１億71百万円、営業利益は20百万円となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「現金」という）は、前連結会計年

度末に比べ79億97百万円増加し、197億５百万円となりました。
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（イ）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18億２百万円の資金減少となりました。これは主として

銀行業務における貸付金の増加等によるものです。

（ロ）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８億74百万円の資金増加となりました。これは主として

有形固定資産の売却によるものです。

（ハ）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14億99百万円の資金増加となりました。これは主として

長期借入金の増加によるものです。

２ 【生産、受注及び販売の状況】

該当事項はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

４ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

①　営業収益

当第２四半期の営業収益は45億55百万円となりました。これは証券業における外国債券の販売等に

よるトレーディング益および銀行業での貸出金利息が増加したことによるものです。

②　営業利益

上記の増収効果があったものの、金融費用および経費の増加により営業利益は３億34百万円となり

ました。

③　経常利益

株式会社外為どっとコム等が着実に利益を伸ばした結果、持分法投資利益は８億49百万円となり、経

常利益は13億94百万円となりました。

④　四半期純損益 

当第２四半期は、投資有価証券評価損の計上等により４億５百万円の純損失となりました。

　

(2) 財務状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて7.5％増加し、1,116億54百万円となりました。これは銀行業

務関連における貸付金が70億65百万円増加し、現金及び預金が74億７百万円増加したこと及び、信用取

引資産が67億39百万円減少したことによります。 

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて6.0％減少し196億68百万円となりました。 

　この結果、総資産は、前年度会計年度末に比べて5.2％増加し1,313億22百万円になりました。 

（負債）

負債は前連結会計年度末に比べて5.4％増加し、1,022億39百万円となりました。これは銀行業の預金

が107億56百万円増加したこと及び、信用取引負債が64億90百万円減少したこと等によります。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて4.4％増加し、290億83百万円となりました。これは主とし

て利益剰余金及び評価換算差額の増加によるものです。
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(3) キャッシュ・フローの分析

当第２四半期連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ79億97百万円

増加し、197億５百万円となりました。 

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は18億２百万円の資金減少となりました。これは主として銀

行業務における貸付金の増加等によるものです。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は８億74百万円の資金増加となりました。これは主として有

形固定資産の売却によるものです。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は14億99百万円の資金増加となりました。これは主として長

期借入金の増加によるものです。

　

(4) 事業及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業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。

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

EDINET提出書類

澤田ホールディングス株式会社(E03770)

四半期報告書

 6/32



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

① 提出会社

当第２四半期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 国内子会社

当第２四半期連結会計期間に以下の設備を譲渡いたしました。

　

会社名
（所在場所）

事業の種類別
セグメントの
名称

構造

面積（㎡） 帳簿価額（百万円）

竣工年月
建物
延床面積

土地 建物等 土地 その他 合計

エイチ・エス・
フューチャーズ㈱
(福岡市中央区)

商品先物事業
鉄骨鉄筋コンク
リート造陸屋根
10階建

2,813.57
512.24
　　　

438672 01,110平成2年10月

(注) 帳簿価額は平成20年６月末現在の数値であります。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期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。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 149,000,000

計 149,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月13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 40,953,50040,953,500

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 40,953,50040,953,500― ―

(注)　　提出日現在の発行数には、平成20年11月1日からこの四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。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　
第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数
①　1,250
②　   60

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

新株予約権の目的となる株式の数
①　125,000
②　  6,000

新株予約権の行使時の払込金額
１株につき2,350
１株につき2,499

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

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

①　発行価格　　2,350
　　資本組入額　1,175
②　発行価格　　2,499
　　資本組入額　1,250
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第２四半期会計期間末現在 
(平成20年９月30日)

新株予約権の行使の条件

　　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。

　　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及び行
使の時期につき、当社取締役会の承認を得た場合に
はこの限りではない。

　　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、「新株予約権割当契
約」に定める条件による。

　　そのほかの条件は、株主総会及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。

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。

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

─

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

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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20年９月30日 ― 40,953,500 ― 12,223 ― 11,057
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

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
トジェイピーアールディアイエ
スジーエフイーエイシー
（常任代理人　株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行）

イギリス・ロンドン
（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号
決済事業部）

7,539 18.41

ワールド・キャピタル㈱ 東京都日野市多摩平１丁目１０－３ 6,117 14.93

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）

イギリス・ロンドン
（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）

2,639 6.44

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ークラ
イアンツ613
（常任代理人　ドイツ証券株式会
社）

ドイツ・フランクフルト
（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）

1,335 3.26

㈲秀インター 東京都渋谷区松濤１丁目７－２６ 1,100 2.68

稲井田　安史 東京都港区 650 1.58

エイアイユーインシュアランス
カンパニー（エイアイユー保険
会社）
（常任代理人　シティバンク銀行
株式会社）

東京都千代田区
（東京都品川区東品川２丁目３番１４号）

600 1.46

澤田ホールディングス株式会社
東京都新宿区西新宿６－８－１
住友不動産新宿オークタワー２７Ｆ

572 1.39

神蔵　孝之 東京都渋谷区 505 1.23

計 ― 31,687 77.37

(注)１　当第２四半期会計期間において、タワー投資顧問株式会社から平成20年９月１日付で関東財務局に

提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成20年８月29日現在で以下の株式を所有している

旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末における当該法人名義の実質所有

株式数の確認ができておりませんので、上記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以下のとおりであります。　

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 11,477 28.02

　２　タワー投資顧問株式会社から平成20年10月15日付で関東財務局に提出された大量保有報告書の変

更報告書の写しの送付があり、平成20年10月14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。

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 11,050 26.98
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)     　　　　　
　

普通株式  572,600
(相互保有株式）    
普通株式  270,300

―
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
40,099,600

400,996 同上

単元未満株式 普通株式   11,000― 同上

発行済株式総数 40,953,500― ―

総株主の議決権 ― 400,996 ―

(注)　「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65,700株（議決権

657個）含まれております。　

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式)
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

572,600 ― 572,600 1.39

（相互保有株式）
エイチ・エス・フュー
チャーズ㈱

東京都新宿区西新宿五丁目３番２号
インペリアル西新宿ビル

208,500 ― 208,500 0.50

（相互保有株式）
エイチ・エス・アシスト㈱

東京都中央区銀座六丁目10番16号
パレ銀座ビル９階

61,800 ― 61,800 0.15

計 ― 842,900 ― 842,900 2.05

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 680 661 705 610 679 603

最低(円) 557 609 589 560 588 455

(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、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

EDINET提出書類

澤田ホールディングス株式会社(E03770)

四半期報告書

11/32



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)について、清和監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
　（1）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 20,015 12,607

預託金 15,616 16,457

顧客分別金信託 15,083 16,439

商品取引責任準備預託金 426 －

その他の預託金 106 17

トレーディング商品 503 737

商品有価証券等 503 737

有価証券 1,003 1,403

信用取引資産 13,024 19,763

信用取引貸付金 11,510 18,578

信用取引借証券担保金 1,514 1,185

貸出金 55,610 48,544

差入保証金 2,266 2,759

委託者先物取引差金 812 637

その他 3,872 1,927

貸倒引当金 △1,070 △932

流動資産合計 111,654 103,905

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※１
 1,516

※１
 1,853

工具、器具及び備品 ※１
 1,378

※１
 1,237

土地 57 729

建設仮勘定 138 367

有形固定資産合計 3,090 4,186

無形固定資産

ソフトウエア 84 159

その他 17 18

無形固定資産合計 101 178

投資その他の資産

投資有価証券 3,717 4,302

関係会社株式 10,959 10,371

その他の関係会社有価証券 9 46

長期差入保証金 911 947

破産更生債権等 557 591

その他 1,123 1,125

貸倒引当金 △803 △818

投資その他の資産合計 16,476 16,567

固定資産合計 19,668 20,932
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産合計 131,322 124,838

負債の部

流動負債

トレーディング商品 － 4

商品有価証券等 － 4

約定見返勘定 221 7

信用取引負債 6,439 12,930

信用取引借入金 4,411 10,692

信用取引貸証券受入金 2,028 2,238

預り金 9,340 9,187

顧客からの預り金 9,183 9,072

その他の預り金 157 114

受入保証金 7,942 8,230

信用取引受入保証金 6,592 7,243

先物取引受入証拠金 677 660

その他の受入保証金 671 326

預金 60,872 50,116

短期借入金 4,749 6,916

預り証拠金 3,130 3,445

未払法人税等 78 125

賞与引当金 82 113

その他 1,652 1,285

流動負債合計 94,508 92,362

固定負債

長期借入金 3,769 260

繰延税金負債 5 29

役員退職慰労引当金 28 33

退職給付引当金 100 103

負ののれん ※３
 2,618

※３
 3,082

その他 328 221

固定負債合計 6,851 3,730

特別法上の準備金

証券取引責任準備金 ※２
 －

※２
 485

金融商品取引責任準備金 ※２
 485

※２
 －

商品取引責任準備金 ※２
 393

※２
 393

特別法上の準備金合計 879 879

負債合計 102,239 96,971
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,223 12,223

資本剰余金 11,057 11,057

利益剰余金 2,995 2,251

自己株式 △832 △832

株主資本合計 25,443 24,699

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △164 △729

為替換算調整勘定 △193 3

評価・換算差額等合計 △357 △726

新株予約権 12 14

少数株主持分 3,984 3,878

純資産合計 29,083 27,866

負債純資産合計 131,322 124,838
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　（2）【四半期連結損益計算書】
　【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

営業収益

受入手数料 809

受取手数料 1,075

トレーディング損益 654

金融収益 368

貸出金利息 5,499

その他の役務収益 363

外国為替売買益 156

その他の業務収益 △18

売上高 323

営業収益合計 9,232

金融費用 164

預金利息 2,141

売上原価 159

純営業収益 6,767

販売費及び一般管理費

取引関係費 862

人件費 2,781

不動産関係費 595

事務費 471

減価償却費 318

租税公課 69

貸倒引当金繰入額 263

その他 406

販売費及び一般管理費合計 5,768

営業利益 999

営業外収益

受取配当金 68

持分法による投資利益 1,508

負ののれん償却額 427

その他 34

営業外収益合計 2,039

営業外費用

支払利息 4

その他 20

営業外費用合計 24

経常利益 3,013
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 590

関係会社株式売却益 20

貸倒引当金戻入額 3

その他 60

特別利益合計 675

特別損失

投資有価証券評価損 1,591

固定資産除却損 19

商品取引責任準備金繰入額 0

その他 244

特別損失合計 1,855

税金等調整前四半期純利益 1,833

法人税、住民税及び事業税 432

法人税等合計 432

少数株主利益 656

四半期純利益 744
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

営業収益

受入手数料 385

受取手数料 440

トレーディング損益 204

金融収益 218

貸出金利息 2,891

その他の役務収益 200

外国為替売買益 119

その他の業務収益 △25

売上高 121

営業収益合計 4,555

金融費用 101

預金利息 1,147

売上原価 21

純営業収益 3,285

販売費及び一般管理費

取引関係費 441

人件費 1,396

不動産関係費 303

事務費 226

減価償却費 146

租税公課 41

貸倒引当金繰入額 174

その他 220

販売費及び一般管理費合計 2,951

営業利益 334

営業外収益

受取配当金 7

持分法による投資利益 849

負ののれん償却額 213

その他 7

営業外収益合計 1,078

営業外費用

支払利息 0

その他 17

営業外費用合計 18

経常利益 1,394
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 590

貸倒引当金戻入額 △5

その他 8

特別利益合計 593

特別損失

投資有価証券評価損 1,577

固定資産除却損 18

商品取引責任準備金繰入額 0

その他 237

特別損失合計 1,833

税金等調整前四半期純利益 154

法人税、住民税及び事業税 228

法人税等合計 228

少数株主利益 330

四半期純損失（△） △405
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　（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,833

減価償却費 318

減損損失 216

のれん償却額 △427

貸倒引当金の増減額（△は減少） 162

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2

投資有価証券評価損益（△は益） 1,591

固定資産売却損益（△は益） △590

固定資産除却損 19

受取利息及び受取配当金 △376

支払利息 124

持分法による投資損益（△は益） △1,508

トレーディング商品の増減額 172

受入保証金の増減額（△は減少） △287

信用取引資産の増減額（△は増加） 6,739

信用取引負債の増減額（△は減少） △6,490

短期差入保証金の増減額（△は増加） 89

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 1,294

債券の純増減（△） 380

貸出金の純増（△）減 △9,758

預金の純増減（△） 13,492

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 0

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

△175

委託者未収金の増減額（△は増加） 38

その他 △1,669

小計 5,185

利息及び配当金の受取額 1,211

利息の支払額 △134

法人税等の支払額 △563

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,698
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

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 △522

有形固定資産の売却による収入 1,822

投資有価証券の取得による支出 △783

投資有価証券の売却による収入 32

関係会社株式の売却による収入 51

定期預金の払戻による収入 590

貸付金の回収による収入 0

その他 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △2,230

長期借入金の返済による支出 △28

長期借入れによる収入 3,689

自己株式の取得による支出 △0

少数株主への配当金の支払額 △42

その他 7

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,394

現金及び現金同等物に係る換算差額 △278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,997

現金及び現金同等物の期首残高 11,707

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,705
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

金融商品取引責任準備金については、従来、旧証券取引法第51条に従い証券取引責任準備金として計

上しておりましたが、平成19年９月30日に金融商品取引法が施行されたことに伴い、第１四半期連結会

計期間より金融商品取引法第46条の５に従い、金融商品取引責任準備金として計上しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20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 362百万円

器具備品・運搬具 778百万円

計 1,140百万円

＊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 810百万円

器具備品・運搬具 787百万円

計 1,597百万円

＊２　引当金の計上根拠 ＊２　引当金の計上根拠

(1)金融商品取引責任準備金金融商品取引法第46条の５ (1)証券取引責任準備金 旧証券取引法第51条

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

＊３　のれん及び負ののれんの表示

―

＊３　のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示されておりま
す。相殺前の表示は次のとおりであります。

負ののれん 3,084百万円

のれん 2百万円

計 3,082百万円

(未確定事項) 
当社は、平成19年4月1日付けで、エイチ・エス・フュー
チャーズ㈱（旧オリエント貿易㈱）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。 
当四半期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。 
 

(未確定事項) 
当社は、平成19年4月1日付けで、エイチ・エス・フュー
チャーズ㈱（旧オリエント貿易㈱）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。 
 

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 20,015百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △　310　〃

現金及び現金同等物 19,705百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 40,953,500

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 804,488

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期

連結会計期間末残高
(百万円)

提出会社 普通株式 131,000 ―

連結子会社 ― ― 12

合計 131,000 12

　

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っ

ておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、前連結会計年度末に比べて著しい

変動が認められないため、記載しておりません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較し

て著しい変動がありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
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)

その他の事
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

801 3,185 439 127 4,555 ― 4,555

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

― ― 0 43 43 ( 43) ―

計 801 3,185 439 171 4,598 ( 43)4,555

営業利益又は営業損失(△) △ 344 886 △ 233 20 329 4 334

(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、

　　　　　　　　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い、有価証券に関する投資

　　　　　　　　顧問業その他の証券業務

　②　銀行関連事業　預金業務、貸付業務他

　③　商品先物関連業務　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

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　
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)

その他の事
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

1,826 6,000 1,074 331 9,232 ― 9,232

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

― ― 0 84 84 ( 84) ―

計 1,826 6,000 1,074 415 9,317 ( 84)9,232

営業利益又は営業損失(△) △ 432 1,678△ 290 30 985 14 999

(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、

　　　　　　　　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い、有価証券に関する投資

　　　　　　　　顧問業その他の証券業務

　②　銀行関連事業　預金業務、貸付業務他

　③　商品先物関連業務　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
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　
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

1,362 3,185 7 4,555 ― 4,555

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

4 ― ― 4 ( 4) ―

計 1,366 3,185 7 4,559 ( 4) 4,555

営業利益又は営業損失(△) △ 549 882 △ 1 330 3 334

(注)　１　国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分によっております。

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

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　
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

3,221 6,000 11 9,232 ― 9,232

　(2) セグメント間の内部
　　　営業収益又は振替高

6 ― ― 6 ( 6) ―

計 3,227 6,000 11 9,238 ( 6) 9,232

営業利益又は営業損失(△) △ 673 1,670 △ 6 991 7 999

(注)　１　国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分によっております。

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
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【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

アジア アメリカ 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 3,185 7 3,192

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― 4,555

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

69.9 0.2 70.1

(注)　１　国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分によっております。

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

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

アジア アメリカ 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 6,000 11 6,011

Ⅱ　連結売上高(百万円) ― ― 9,232

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

65.0 0.1 65.1

(注)　１　国又は地域の区分の方法は、地理的接近度により区分によっております。

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
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

                         624円83銭
 

                         596円97銭
 

　

２　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 18円54銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―円―銭

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。

２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 744

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 744

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 40,149

　

第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失（△） △10円10銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―円―銭

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。 

２．１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失（△）　(百万円) △405

普通株式に係る四半期純損失（△）　(百万円) △405

普通株式の期中平均株式数(千株) 40,149

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月13日

澤田ホールディングス株式会社

取締役会　御中

　

清和監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　筧　　悦生　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　江黒　崇史　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　木村　　喬　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「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20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期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四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

　

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

澤田ホールディングス株式会社(E03770)

四半期報告書

32/32


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	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
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（1）四半期連結貸借対照表
	（2）四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	第２四半期連結会計期間

	（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
	追加情報
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

