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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】

回次
第89期

第３四半期連結
累計期間

第89期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年

12月31日

自平成20年
10月１日
至平成20年

12月31日

営業収益（百万円）

（うち受入手数料）（百万円）

7,904

(6,006)

2,144

(1,739)

経常損失（△）（百万円） △1,809 △1,111

四半期純損失（△）（百万円） △5,545 △3,936

純資産額（百万円） ― 46,091

総資産額（百万円） ― 79,559

１株当たり純資産額（円） ― 958.23

１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）
△113.93 △81.26

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額（円）
― ―

自己資本比率（％） ― 57.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
8,054 －

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△5,004 －

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,740 －

現金及び現金同等物の四半期末残

高（百万円）
－ 18,218

従業員数（人） － 480

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第89期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第３四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）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。　

　

３【関係会社の状況】

　当第３四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12月31日現在

従業員数（人） 480 (96)

　（注）　上記の従業員数は就業人員であり、外務員（60名）および嘱託・契約社員等（86名）は含んでおり　　　　ませ

ん。また、臨時雇用者数は当第３四半期連結会計期間の平均人員を外書で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 477 (95)

　（注）　上記の従業員数は就業人員であり、外務員（60名）および嘱託・契約社員等（86名）は含んでおり　　　　ませ

ん。また、臨時雇用者数は当第３四半期会計期間の平均人員を外書で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【業務の状況】

（１）受入手数料の内訳

当第３四半期連結会計期間（平成20.10～平成20.12）

区分
株券

（百万円）
債券

（百万円）
受益証券
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

委託手数料 1,331 1 20 － 1,353

引受・売出手数料 1 0 － － 1

募集・売出しの取扱手数料 0 7 207 － 216

その他の受入手数料 13 0 133 20 168

計 1,346 10 362 20 1,739

（２）トレーディング損益の内訳

区分

当第３四半期連結会計期間
（平成20.10～平成20.12）

実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

株券等トレーディング損益 314 △122 191

債券等トレーディング損益 36 △2 34

その他のトレーディング損益 8 － 8

計 359 △124 234

（３）　自己資本規制比率

 区分  
当第３四半期連結
会計期間末
（平成20年12月31日）

基本的項目 資本合計（百万円） (A） 43,944

補完的項目

評価差額金（百万円）  2,288

金融商品取引責任準備金等（百万円）  251

貸倒引当金（百万円）  89

その他（百万円）  ―

計（百万円） (B） 2,629

控除資産（百万円）  (C） 17,456

固定化されていない自己資本（百万円）

(A)＋(B)－(C)
(D） 29,118

リスク相当額

市場リスク相当額（百万円）  1,511

取引先リスク相当額（百万円）  879

基礎的リスク相当額（百万円）  3,239

計（百万円） (E） 5,630

自己資本規制比率（％） (D)／(E)×100  517.1

　（注）　自己資本規制比率は金融商品取引法第46条の６第３項の規定に基づき、「証券会社の自己資本規制に関する内閣

府令」の定めにより決算数値をもとに算出したものであります。

なお、当第四半期連結会計期間の市場リスク相当額の月末平均額は1,675百万円、月末最大額は1,957百万円、取
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引先リスク相当額の月末平均額は1,042百万円、月末最大額は1,208百万円であります。

（４）有価証券の売買等業務

①　有価証券の売買の状況（先物取引を除く）

　当第３四半期連結会計期間における有価証券の売買の状況（先物取引を除く）は、次のとおりであります。

イ．株券

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）
343,990 446,769 790,760

ロ．債券

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）
203 131 334

ハ．受益証券

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）
17,603 6,434 24,037

ニ．その他

期別

新株引受権
証書
（新株引受権

証券を含む）

（百万円）

外国新株引
受権証券
（百万円）

コマーシャ
ル・ペー
パー
（百万円）

外国証書
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）
－ － － － － －

（受託取引の状況）

　上記のうち受託取引の状況は、次のとおりであります。

期別

新株引受権
証書
（新株引受権

証券を含む）

（百万円）

外国新株引
受権証券
（百万円）

コマーシャ
ル・ペー
パー
（百万円）

外国証書
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）
－ － － － － －

②証券先物取引等の状況

　当第３四半期連結会計期間における証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。

イ．株式に係る取引

期別

先物取引 オプション取引
合計

（百万円）受託
（百万円）

自己
（百万円）

受託
（百万円）

自己
（百万円）

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）
19,432 4,642,343 45,274 11,491 4,718,542

ロ．債券に係る取引
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期別

先物取引 オプション取引
合計

（百万円）受託
（百万円）

自己
（百万円）

受託
（百万円）

自己
（百万円）

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）
－ 5,539,640 － 740,812 6,280,452

③有価証券の引受け、売出し業務および募集、売出しまたは私募の取扱業務の状況

　当第３四半期連結会計期間における有価証券の引受け、売出し業務および募集、売出しまたは私募の取扱業務の

状況は次のとおりであります。

イ．株券

期別 区分

引受高 売出高 募集の取扱高 売出しの取扱高 私募の取扱高

株数
（千株）

金額
(百万円)

株数
（千株）

金額
(百万円)

株数
(千株)

金額
(百万円)

株数
(千株)

金額
(百万円)

株数
(千株)

金額
(百万円)

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）

内国株券 20 15 20 15 － － － － － －

外国株券 － － － － － － － － － －

ロ．債券

期別 区分
引受高
（百万円）

売出高
（百万円）

募集の取扱高
（百万円）

売出しの取扱高

（百万円）
私募の取扱高
（百万円）

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）

国債 337 －　 337 －　 －　

地方債 －　 －　 －　 －　 －　

特殊債 －　 －　 100　 －　 －　

社債 －　 －　 500 －　 －　

外国債券 －　 －　 －　 －　 －　

合計 337 －　 937 －　 －　

ハ．受益証券

期別 区分
引受高
（百万円）

売出高
（百万円）

募集の取扱高
（百万円）

売出しの取扱高

（百万円）
私募の取扱高
（百万円）

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）

株式投信      

単位型 －　 －　 －　 －　 －　

追加型 －　 －　 33,119 －　 －　

公社債投信      

単位型 －　 －　 －　 －　 －　

追加型 －　 －　 87,371 －　 －　

外国投信 －　 －　 5,088 －　 －　

合計 －　 －　 125,579 －　 －　

ニ．その他

期別 区分
引受高
（百万円）

売出高
（百万円）

募集の取扱高
（百万円）

売出しの取扱高

（百万円）
私募の取扱高
（百万円）

当第３四半期連結会計期間

（平成20.10～平成20.12）

コマーシャル・

ペーパー
－　 －　 －　 －　 －　

外国証書 －　 －　 －　 －　 －　
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２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

　契約締結先　　　株式会社野村総合研究所

　契　約　名　　　TRADE-STAR利用契約書

　契約内容　　　　ネット取引システムの利用契約書

　契約期間　　　　平成20年10月１日から平成25年９月30日

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社グループが判断したものであります。

（１）業績の状況

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場

の混乱や為替・原油等原材料価格の変動、主要国、新興国の景気減速の影響を受け、内外需ともに不振となりました。

このような環境下で企業は生産調整に動いており、収益の下振れ懸念だけでなく、雇用への悪影響もあるため、景気

の減速感が一層強まってまいりました。

株式市場においては、世界的な景気減速や昨年９月の金融危機により日経平均株価は前事業年度末の12,525円54銭

から10月27日に7,162円90銭まで急落いたしました。その後、世界各国で金融・財政政策が打ち出され、日経平均株価

は緩やかに回復し、当第３四半期連結会計期間末に8,859円56銭となりました。

投資信託につきましては、社団法人投資信託協会のデータによると、公募証券投信の純資産額は12月末に52兆1,476

億円となり前事業年度末から17兆6,387億円減少いたしました。設定から解約・償還を差し引いた資金流出入は5,583

億円の流入超過となりました。純資産額の増減の内訳は、株式投信が16兆9,060億円減少、公社債投信は5,490億円減

少、ＭＭＦは1,837億円減少となり、株式投信の減少が投資信託全体の純資産額減少に影響を及ぼしております。

こうした環境の中、当社グループは10月よりインターネット取引「ブルートレード」のトレードシステムを一新

し、投信情報を充実させたうえ、日本株及びアジア株取引を同一システム上でシームレスに提供することを可能とい

たしました。また、アジア株投資について対面取引サービスの要素を加えたアジア情報プラス口座「アイザワプラ

ス」の提供を開始いたしました。

一方当社グループとしては、米国の金融危機に発した厳しい経営環境を重く受け止め、特に当社の収益状況の将来

性を踏まえ、社内の合理化と財務基盤の強化が必要との認識に至り、事業の選択と集中をはかり、不採算事業の縮小

の検討を進め、合理化策として次の事項を実行いたしました。

（１）本社組織の見直し

① 企画部門の集中化

経営企画部門である「企画第一部」、営業、商品企画部門である「企画第二部」、広報・ＩＲ担当の「広報・Ｉ

Ｒ室」を統合し、「企画部」といたしました。

② 総務部と人事部の統合

「総務部」と「人事部」を統合し、「総務人事部」といたしました。

③「投資銀行本部」を廃止、その下にある「アジア金融部」を「企業開発部」へ統合いたしました。

④ コンプライアンス本部の見直し

内部監査部に内部統制を担当する「内部統制管理室」を統合いたしました。また引受市場の縮小から引受審査

部を「引受審査課」とし「営業管理部」の下に置くことといたしました。

上記組織変更は平成20年11月１日付で実行いたしました。

（２）店舗の統廃合

平成20年11月28日をもって、沼津支店、京都伏見支店、神戸垂水支店を閉鎖し、営業資産をそれぞれ三島支店、京

都北山支店、芦屋支店へ統合いたしました。

（３）取締役一部報酬のカット

当社の業績不振の責任の所在を明確にするため、取締役、執行役員、理事、顧問の報酬を平成20年10月支給分の

報酬より平成21年３月まで一律10％減額しております。

上記の合理化計画により、当連結会計年度においては178百万円の費用削減が可能となる見込みです。

また、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、自己株式57万株の取得を行いまし

た。
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しかしながら、日本及びアジア各国の株価の低迷、投資家心理の冷え込み等から当社グループの第３四半期連結会

計期間の業績は以下のとおりとなりました。

当連結会計年度は、連結財務諸表の作成初年度であるため、前年同期の比較分析は行っておりません。

営業収益は当社単体の収益を基本としており、受入手数料1,739百万円、トレーディング損益234百万円、金融収益158

百万円となり、当第１四半期連結会計期間より連結いたしました投資事業有限責任組合等が保有する営業投資有価

証券の運用損益等11百万円により2,144百万円となりました。

営業収益より、金融費用及び販売費・一般管理費を差し引いた営業損失は1,168百万円、受取配当金等を中心とする営

業外損益が57百万円となるため経常損失は1,111百万円となりました。

また、投資有価証券評価損1,690百万円、貸倒引当金繰入860百万円等の特別損益△2,466百万円の計上により、税金

等調整前四半期純損失は3,578百万円となりました。

なお、貸倒引当金繰入につきましては、当社が保有しております私募債につき一部回収見込みの不確実性及び回収

期間の長期化が想定されるため、社債額面から保有資産の処分可能見込額を減算した残額を、当第３四半期連結会計

期間末において保守的に引当処理を行うことにしたものであります。社債発行会社は、ケイマン諸島のＳＰＣである

Gloria Capital Ltd.とChina Express Inc.であり、社債はいずれもユーロ円建普通社債であります。

また当期の業績見込等を踏まえた今後の繰延税金資産回収可能性を検討した結果、繰延税金資産を全額取崩す一

方で、繰延税金負債を引続き計上し財務体質の健全化を図りました。

これに伴い、法人税等調整額333百万円を計上いたしました。

以上より四半期純損失は3,936百万円となりました。

（２）財政状態の分析　

  ①資産

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、795億59百万円となりました。うち流動資産は551億60百万円、固定資

産は243億99百万円となっております。

　②負債

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、334億68百万円となりました。うち流動負債は311億20百万円、固定負

債は20億96百万円となっております。

　③純資産

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、460億91百万円となりました。

（３）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、182億18百万円となりました。当第３四半期連

結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は48億88百万円となりました。主なものは、信用取引資産の減少によるものであ

ります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果支出した資金は27億68百万円となりました。これは主に有価証券の取得によるものでありま

す。 

③財務業活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果支出した資金は87百万円となりました。これは主に自己株式の取得によるものであります。 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題については重要な

変更はありません。しかしながら、当社グループにおいて、収益構造の多様化は喫緊の課題であります。

インベストメント業務、Ｍ＆Ａ等当社企業開発部とアイザワ・インベストメンツ株式会社との協力関係を確

立し、早期に相乗効果の現われる体制とする所存であります。

（５）研究開発活動

　該当事項はありません。

（６）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し　

当社グループの中核事業が金融商品取引業であることから、営業収益は国内外の金融商品取引市場の変動に

大きく影響を受けます。このため、当社グループの経営成績は金融商品取引市場の環境により大きく変動する

可能性があります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四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）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前期末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありま

せん。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、除却、売却等の計画はありません。　
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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 198,000,000

計 198,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在

発行数（株）

（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２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 49,525,649 49,525,649 ジャスダック証券取引所 単元株式数100株

計 49,525,649 49,525,649 － －

（２）【新株予約権等の状況】

会社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。 

平成19年６月26日定時株主総会決議

 
第３四半期会計期間末現在

（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 9,265

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

（単元株式数　100株）

新株予約権の目的となる株式の数（株） 926,500

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注１） 874

新株予約権の行使期間
自　平成21年６月27日

至　平成29年６月26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（円）

発行価格　　874

資本組入額　437

新株予約権の行使の条件

１．原則として、付与日（平成19年９月３日）以降、権利確定日（平成

21年６月26日）まで継続して勤務していること。

２．その他の条件は当社の新株予約権割当の対象者との間で締結する

新株予約権割当契約書に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承

認を要する。

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 （注２） 

（注）１．①時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使による場合を含まない。）を行

うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処

分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「自己株式処分前の株価」に読み替えるものとする。

②新株予約権発行後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額

を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

EDINET提出書類

藍澤證券株式会社(E03763)

四半期報告書

10/28



調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割または株式併合の比率

また、新株予約権発行後、当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併存続会社になる場合、当社が他社と

株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合等、行使価額の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うことが

できる。

２．当社が会社法第236条第１項８号イからホに定める行為をする場合、当社の新株予約権者に対し、当該イないし

ホに定める者（以下「存続会社等」という。）の新株予約権を交付するものとする。

ただし、合併、吸収分割及び株式交換については、それぞれ合併契約、吸収分割契約及び株式交換契約の相手方

当事者の同意を条件とする。

　（注）平成20年12月８日開催の取締役会において、当該新株予約権については権利を付与された全役職員等の権利

放棄の事前承諾を条件に平成21年３月25日をもって廃止する方針を決議いたしました。

（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10月１日～

平成20年12月31日　
－ 49,525,649 － 8,000 － 7,863

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

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） 普通株式　　999,800  － 単元株式数　100株

完全議決権株式（その他） 普通株式 48,518,300 485,183 同上

単元未満株式 普通株式  　　7,549  － －

発行済株式総数 49,525,649 － －

総株主の議決権 － 485,183 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,100株含まれております。また、「議決権

の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数21個が含まれております。

　

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（％）

藍澤證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目

20番３号
999,800 　－ 999,800 2.01

計 － 999,800 －　 999,800 2.01

（注）なお、第３四半期会計期間末現在、自己株式は1,578,307株あります。　

　

　

　

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 10　月 11　月 12　月

最高（円） 452 639 626 470 412 405 363 213 180

最低（円） 389 414 465 370 360 330 178 158 133

　（注）最高・最低株価はジャスダック証券取引所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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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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。）ならびに同規則第61条及び82条の規定に基づき、「金融商品取引

業等に関する内閣府令」（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」（昭和49年

11月14日付日本証券業協会理事会決議）に基づいて作成しております。

　当四半期連結累計期間（平成20年４月1日から平成20年12月31日まで）は、連結財務諸表の作成初年度であるため、

以下に掲げる四半期連結貸借対照表については、前連結会計年度の記載を行っておりません。

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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、あずさ監査法人による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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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・預金 18,718 －

預託金 12,427 －

顧客分別金信託 11,604 －

その他の預託金 823 －

営業投資有価証券 1,439 －

有価証券 750 －

トレーディング商品 874 －

商品有価証券等 846 －

デリバティブ取引 27 －

約定見返勘定 213 －

信用取引資産 15,542 －

信用取引貸付金 12,481 －

信用取引借証券担保金 3,060 －

立替金 322 －

短期差入保証金 3,478 －

その他の流動資産 1,483 －

貸倒引当金 △89 －

流動資産計 55,160 －

固定資産

有形固定資産 ※1
 4,734 －

無形固定資産 789 －

投資その他の資産 18,875 －

投資有価証券 ※2
 17,875 －

その他 2,770 －

貸倒引当金 △1,770 －

固定資産計 24,399 －

資産合計 79,559 －
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 95 －

商品有価証券等 69 －

デリバティブ取引 26 －

信用取引負債 10,415 －

信用取引借入金 6,089 －

信用取引貸証券受入金 4,326 －

預り金 5,290 －

受入保証金 8,146 －

短期借入金 6,310 －

未払法人税等 39 －

賞与引当金 88 －

その他の流動負債 733 －

流動負債計 31,120 －

固定負債

繰延税金負債 1,496 －

役員退職慰労引当金 273 －

その他の固定負債 326 －

固定負債計 2,096 －

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 251 －

特別法上の準備金計 251 －

負債合計 33,468 －

純資産の部

株主資本

資本金 8,000 －

資本剰余金 8,050 －

利益剰余金 28,081 －

自己株式 △473 －

株主資本合計 43,658 －

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,286 －

評価・換算差額等合計 2,286 －

新株予約権 146 －

純資産合計 46,091 －

負債・純資産合計 79,559 －
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業収益

受入手数料 6,006

トレーディング損益 1,373

金融収益 632

その他の営業収益 △108

営業収益計 7,904

金融費用 312

純営業収益 7,591

販売費・一般管理費

取引関係費 1,110

人件費 ※1
 4,188

不動産関係費 1,135

事務費 1,901

減価償却費 458

租税公課 117

その他 800

販売費・一般管理費計 9,712

営業損失（△） △2,121

営業外収益 ※2
 499

営業外費用 ※3
 187

経常損失（△） △1,809

特別利益

投資有価証券売却益 13

持分変動利益 21

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 80

償却債権取立益 31

役員賞与引当金戻入額 18

金融商品取引責任準備金戻入 812

特別利益計 975

特別損失

投資有価証券評価損 1,827

固定資産除却損 256

貸倒引当金繰入額 860

減損損失 398

役員特別退職金 192

その他 10

特別損失計 3,544

税金等調整前四半期純損失（△） △4,378

法人税、住民税及び事業税 32
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

過年度法人税等 17

法人税等調整額 1,117

法人税等合計 1,167

四半期純損失（△） △5,545
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

営業収益

受入手数料 1,739

トレーディング損益 234

金融収益 158

その他の営業収益 11

営業収益計 2,144

金融費用 87

純営業収益 2,057

販売費・一般管理費

取引関係費 319

人件費 ※1
 1,371

不動産関係費 401

事務費 699

減価償却費 153

租税公課 30

その他 250

販売費・一般管理費計 3,225

営業損失（△） △1,168

営業外収益 ※2
 99

営業外費用 ※3
 42

経常損失（△） △1,111

特別利益

投資有価証券売却益 13

貸倒引当金戻入額 53

償却債権取立益 31

特別利益計 97

特別損失

投資有価証券評価損 1,690

固定資産除却損 2

金融商品取引責任準備金繰入れ 0

貸倒引当金繰入額 860

その他 10

特別損失計 2,564

税金等調整前四半期純損失（△） △3,578

法人税、住民税及び事業税 6

過年度法人税等 17

法人税等調整額 333

法人税等合計 358

四半期純損失（△） △3,936
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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３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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損失（△） △4,378

減価償却費 458

減損損失 398

貸倒引当金の増減額（△は減少） 781

賞与引当金の増減額（△は減少） △229

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △65

受取利息及び受取配当金 △1,076

支払利息 320

持分法による投資損益（△は益） 51

投資有価証券売却損益（△は益） △13

持分変動損益（△は益） △21

投資有価証券評価損益（△は益） 1,827

固定資産売却損益（△は益） △0

固定資産除却損 256

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 1,156

立替金の増減額（△は増加） 860

短期差入保証金の増減額（△は増加） △555

前払年金費用の増減額（△は増加） 11

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増
加）

109

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △101

信用取引資産の増減額（△は増加） 18,881

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △812

預り金の増減額（△は減少） △400

トレーディング商品（負債）の増減額（△は減
少）

67

信用取引負債の増減額（△は減少） △8,981

受入保証金の増減額（△は減少） △711

その他 276

小計 8,076

利息及び配当金の受取額 1,162

利息の支払額 △327

法人税等の支払額 △856

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,054
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △7,950

有価証券の償還による収入 4,008

有形固定資産の取得による支出 △54

有形固定資産の売却による収入 2

無形固定資産の取得による支出 △240

投資有価証券の取得による支出 △583

投資有価証券の売却による収入 411

関係会社株式の取得による支出 △5

差入保証金の差入による支出 △15

差入保証金の回収による収入 55

貸付けによる支出 △51

貸付金の回収による収入 15

長期前払費用の取得による支出 △589

定期預金の預入による支出 △500

定期預金の払戻による収入 500

その他 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,070

配当金の支払額 △344

自己株式の取得による支出 △326

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,740

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,252

現金及び現金同等物の期首残高 16,236

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 729

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 18,218
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、3,229百万円であ

ります。

※２　担保資産

　担保に供されている資産について、事業の運営にお

いて重要なものであり、かつ、変動のあるものは、次

のとおりであります。

投資有価証券 6,016百万円　

　３　担保として差入をした有価証券の時価等

信用取引貸証券   4,817百万円　

信用取引借入金の本担保証券    5,799百万円　

信用取引の自己融資見返り株券  898百万円　

顧客分別金信託として信託した

有価証券
513百万円　

　４　担保等として差入を受けた有価証券の時価等

信用取引借証券 2,716百万円　

信用取引貸付金の本担保証券   10,490百万円　

受入保証金等代用有価証券   32,876百万円　

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　※１　人件費のうち主なもの

　　　　　　従業員給料　　　　　　　　2,225百万円

　　　　　　賞与引当金繰入額　　　　　   88百万円

　　　　　　退職給付費用　　　　　　　　104百万円

　　　　　　役員退職慰労引当金繰入額　　 22百万円

　※２　営業外収益の内訳

　　　　　　受取配当金　　　　　　　　　385百万円　　　　　　

　　　　　　有価証券利息　　　　　　　　 58百万円　　　　　　

　　　　　　その他　　　　　　　　　　　 54百万円　　　　　　

　※３　営業外費用の内訳

　　　　　　持分法による投資損失　　　　 51百万円　　　　　　

　　　　　　投資事業組合評価損　　　　　124百万円　　　　　　

　　　　　　支払利息　　　　　　　　　　 ７百万円　　　　　　

　　　　　　その他　　　　　　　　　　　 ３百万円　　　　　　

　

EDINET提出書類

藍澤證券株式会社(E03763)

四半期報告書

21/28



当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　※１　人件費のうち主なもの

　　　　　　従業員給料　　　　　　　　　862百万円

　　　　　　賞与引当金繰入額　　　　　 △95百万円

　　　　　　退職給付費用　　　　　　　　 34百万円

　　　　　　役員退職慰労引当金繰入額　　 ４百万円

　※２　営業外収益の内訳

　　　　　　受取配当金　　　　　　　　　 66百万円　　　　　　

　　　　　　有価証券利息　　　　　　　　 28百万円　　　

　　　　　　その他　　　　　　　　　　　 ４百万円　　　　　　

　※３　営業外費用の内訳

　　　　　　持分法による投資損失　　　　 13百万円　　　　　　

　　　　　　投資事業組合評価損　　　　　 28百万円　　　　　　

　　　　　　支払利息　　　　　　　　　　 ０百万円　　　　　　

　　　　　　その他　　　　　　　　　　　 ０百万円　　　　　　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　※１　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

（平成20年12月31日現在）
 （百万円）

現金・預金勘定 18,718

預入期間が３ケ月を超える定期預金等 △500

現金及び現金同等物 18,218
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　49,525千株　

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式　　　　　　1,578千株　

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権　

新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　　　親会社　146百万円　

（注）ストック・オプションとしての新株予約権は、当第３四半期連結会計期間末日現在、権利行使期間の初

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　

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 配当の原資

平成20年５月23日

取締役会
普通株式 343 7.00 平成20年３月31日 平成20年６月25日 利益剰余金

（2）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの　

　該当事項はありません。
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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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　当社グループは①有価証券の売買等、②有価証券の売買等の委託の媒介、③有価証券の引受および売出し、④有

価証券の募集および売出しの取扱い、⑤有価証券の私募の取扱いなどの金融商品取引業を中心とする営業活動を

展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業

活動を基に収益を得ております。従って、当社グループの事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事

業セグメントに属しており、該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成20年４月1日　至平成20年12月31日）において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および

重要な在外支店がないため、該当事項はありません。　

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）において、海外売上高がないため該当事項はありません。　

　

（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、変動が認められます。

１．その他有価証券で時価のあるもの 　

 取得原価（百万円）
四半期連結貸借対照

表計上額（百万円）
差額（百万円）

(1）株式 5,972 9,645 3,673

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 5,972 9,645 3,673

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費・一般管理費（人件費）　25百万円
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 958.23円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 △113.93円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 △81.26円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たりの四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額   

四半期純損失（△）（百万円） △5,545 △3,936

普通株主に帰属しない金額（百万円） 　― 　―　

普通株式に係る四半期純損失（△）（百万円） △5,545 △3,936

期中平均株式数（千株） 48,678 48,434

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

　― 　―

（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21年２月12日

藍澤證券株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 筆野　力　　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 大谷　はるみ　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 道丹　久男　　　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」に掲げられている藍澤證券株式会社

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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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、藍澤證券株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同

日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間の

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。
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