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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53期
第２四半期
連結累計期間

第54期
第２四半期
連結累計期間

第53期
第２四半期
連結会計期間

第54期
第２四半期
連結会計期間

第53期

会計期間

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成22年
４月１日

至　平成22年
９月30日

自　平成21年
７月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成22年
７月１日

至　平成22年
９月30日

自　平成21年
４月１日

至　平成22年
３月31日

営業収益 （百万円） 6,666 8,140 3,318 4,363 13,303

経常利益 （百万円） 1,228 1,138 597 646 1,591

四半期（当期）純利益又は

四半期純損失（△）
（百万円） 857 69 361 △264 670

純資産額 （百万円） － － 27,848 28,113 27,915

総資産額 （百万円） － － 111,276150,011120,561

１株当たり純資産額 （円） － － 626.73 613.59 624.24

１株当たり四半期（当期）

純利益金額又は四半期純損

失金額（△）

（円） 21.35 1.74 9.02 △6.58 16.71

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） 21.26 1.62 8.97 － 16.56

自己資本比率 （％） － － 22.6 16.4 20.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 2,655 8,837 － － 6,482

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 110 482 － － △730

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 169 △1,257 － － 2,378

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） － － 17,751 30,871 22,567

従業員数 （名） － － 3,987 4,216 4,119

（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54期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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（当期）純損失であるため記載しておりません。　

　

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

 2/43



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）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、主要な関係会社における異動もありません。

　なお、当第２四半期連結会計期間から報告セグメントを変更しております。変更の内容については、「第５　経理の状

況　１．四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。　

　

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22年９月30日現在

従業員数（名） 4,216［ 1］

（注）１　従業員数は、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

者を含む就業人員であります。

２　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を外数で記載しております。

３　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22年９月30日現在

従業員数（名） 3［－］

（注）１　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。

２　臨時従業員数は［　］内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。

３　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。

　

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

 3/43



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更

があった事項は、次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、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。

　

ｄ）債権管理回収事業

　債権管理回収事業につきましては、エイチ・エス債権回収株式会社において、金融機関、ノンバンク、投資ファンド等

からの債権回収の受託、譲受債権の回収を展開してまいりますが、債権回収の受託、債権の譲受及びその債権の回収が

計画通りに進まない場合、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

　　

ｅ）不動産関連事業

　不動産関連事業につきましては、当社は株式会社アスコットへ企業再生事業として出資し、同社が現在凍結している

開発プロジェクトの再開及び新規分譲マンション等の事業資金に充当することにより、同社の企業価値向上へと取り

組んでおりますが、同社の再生が計画通り進まない場合、当社グループの連結業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

ｆ）その他事業

　損害保険業につきましては、外部環境の変化（テロ、感染症、自然災害、巨大事故等）による保険料収入の減少や支払

保険金の増加が、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。投資関連事業においては、取得した有価

証券の価額変動、投資した企業の業績によって当社グループの連結業績が影響を受ける可能性があります。

　外国為替保証金取引につきましては、外国為替市場の価格変動、レバレッジ規制強化等の法改正や他社との競合の激

化等の業界環境の変化、取引システム障害等の運営上の瑕疵及び行政処分等の影響により取引が停滞又は減少した場

合、当社グループの連結業績に影響を与える可能性があります。

　当社は九州産業交通ホールディングス株式会社への出資を企業再生ビジネスと位置づけ、同社の再生、企業価値向上

へと取り組んでおりますが、同社の再生が計画通り進まない場合、当社グループの連結業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

　

ｇ）システムについて

　当社の連結子会社及び持分法適用関連会社では、証券取引、商品先物取引、外国為替保証金取引及びＣＦＤ取引にお

いて、コンピュータシステムにより顧客からのインターネットによる取引の受注や取引の執行・決済に関するデータ

処理を行っております。また、銀行業や損害保険業においても、インターネットを通じて顧客にサービスを提供してお

ります。従いまして、今後予期せぬシステム障害が起こった場合、さらにシステム障害に伴う訴訟又は行政処分等を受

けた場合には、連結子会社及び持分法適用関連会社が運営する当該事業に重大な支障が生じ、当社グループの連結業

績に影響を与える可能性があります。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国の堅調な需要に支えられた輸出や生産の増加等により

企業収益の改善が見られましたが、欧州諸国の財政危機問題や米国の景気減速懸念による急速な円高の進行、雇用

情勢の悪化や個人消費の低迷等もあり、依然として先行き不透明感を払拭できない状況が続いております。

　このような状況の下、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43億63百万円（前年同四半期比10

億45百万円増）、経常利益は６億46百万円（前年同四半期比49百万円増）、当第２四半期会計期間の四半期純損失

は２億64百万円となりました。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。

　なお、当第２四半期連結会計期間から報告セグメントを変更したため、当第２四半期連結会計期間の数値について

は、第１四半期連結会計期間の数値を報告セグメント変更後の区分に組み替えた上で算定しております。

　

　　① 証券関連事業

　当第２四半期連結会計期間における日本の株式市場は、企業業績には回復傾向が見られるものの、１ドル85円を割

る展開となった円高、海外景気の減速懸念、雇用情勢の停滞等が相まって低調なまま推移し、９月１日には日経平均

株価は年初来安値の8,796円45銭まで下落いたしました。その後、９月15日には日銀がおよそ６年半ぶりに為替介入

を行いましたが、株価は小幅上昇に留まり、９月30日の終値は9,369円35銭となりました。また、東証１部売買代金も

低調なまま推移し、１日の売買代金が１兆円を割る局面も見られました。

　こうした環境の中、エイチ・エス証券株式会社につきましては、継続的な「ブラジル・レアル建公募債券」の販売

及びその販売施策として全国延べ100ヵ所以上でのセミナー開催（７月～９月）や、新たな商品ラインアップとし

て中国株取引の取扱い開始（７月）といった施策を展開いたしました。その結果、当第２四半期連結会計期間の営

業収益は10億53百万円（前年同四半期比４億５百万円増）、営業利益は１億45百万円となりました。

　　

（受入手数料）

　当第２四半期連結会計期間の受入手数料は、５億11百万円（前年同四半期比１億５百万円増）となりましたが、そ

の内訳は以下のとおりであります。

　　　　委託手数料

　　　　委託手数料につきましては、１億74百万円（前年同四半期比１億27百万円減）となりました。

　　　　引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

　引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料につきましては、33百万円（前年同四半期比33百万円

増）となりました。

　　　　募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

　募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料につきましては、12百万円（前年同四半期比14百万円

減）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、２億91百万円（前年同四半期比２億13百万円増）となりました。

　　（トレーディング損益）

　　　　トレーディング損益につきましては、株券等は16百万円（前年同四半期比62百万円減）、債券等は２億78百万円（前

年同四半期比２億54百万円増）、その他は１億45百万円（前年同四半期比１億39百万円増）となり、合計で４億39

百万円（前年同四半期比３億32百万円増）となりました。

　　（金融収支）

　　　　当第２四半期連結会計期間の金融収益は、１億２百万円（前年同四半期比32百万円減）、金融費用は37百万円（前年
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同四半期比８百万円減）となり、金融収益から金融費用を差し引いた金融収支は65百万円（前年同四半期比23百万

円減）となりました。

　　（販売費及び一般管理費）

　　　　当第２四半期連結会計期間の販売費及び一般管理費は、昨年来コスト削減に取り組んだ結果、８億71百万円（前年同

四半期比80百万円減）となりました。

　

　　② 銀行関連事業

　ハーン銀行（Khan Bank LLC）につきましては、大型鉱山開発の波及効果等によりモンゴル経済が全体として成長

に転じたものと思われ、融資残高は５月から増加基調となっております。当第２四半期連結会計期間の貸出金利息

は25億16百万円（前年同四半期比３億82百万円増）となり、「その他の役務収益」、「外国為替売買益」、「その他

の業務収益」もそれぞれ増加いたしました。結果として、当第２四半期連結会計期間の営業収益は28億33百万円

（前年同四半期比４億37百万円増）、営業利益は６億46百万円（前年同四半期比３億50百万円増）となりました。

      

　　③ 商品先物関連事業

　エイチ・エス・フューチャーズ株式会社につきましては、定期的なセミナー開催、投資家ニーズへの迅速な対応、

オンライン取引口座開設キャンペーン、東京工業品取引所取引時間延長に伴うイベント参加等、収益の向上に注力

いたしましたが、国内商品先物市場の状況は未だ厳しく「受取手数料」は54百万円（前年同四半期比10百万円増）

と増加したものの、結果として、当第２四半期連結会計期間の営業収益は58百万円（前年同四半期比８百万円増）、

営業損失は２億１百万円となりました。

　

④ 債権管理回収事業

　エイチ・エス債権回収株式会社につきましては、金融円滑化法（平成21年12月４日施行）の影響により金融機関

が債権譲渡に対して慎重な姿勢を崩していないことから、業界全体に対しての債権売却は低調であり、今期もその

影響を受けております。しかしながら、平成22年４月より、熊本営業所を開設して、営業エリアの拡大に伴い新規の

取引先が増えております。また、回収においては、法的手続きによる回収を含め大口の回収が進んでおります。結果

として、当第２四半期連結会計期間の営業収益は１億91百万円、営業損失は８百万円となりました。

　

⑤ 不動産関連事業

　株式会社アスコットにつきましては、中期経営計画に基づき不動産開発事業の分譲マンション開発３プロジェク

ト、収益不動産開発３プロジェクトの企画開発を推進しております。なお、分譲マンション開発３プロジェクトは、

平成22年７月より順次着工及び販売を開始し、平成23年９月以降の竣工引渡を予定しております。当該３プロジェ

クトの現況につきましては、平成22年10月27日現在の契約率は86.7％、引渡総額は45億31百万円と順調な販売推移

となっております。また、収益不動産開発３プロジェクトの開発を推進することにより、竣工後には賃料の収受等が

見込めることとなります。しかしながら、分譲マンション開発３プロジェクトの竣工引渡時期を平成23年９月以降、

収益不動産開発３プロジェクトの竣工時期を平成23年２月以降としているため、業績の回復に至るまでには、相応

な時間を要するものとなります。結果として、当第２四半期連結会計期間の営業収益は95百万円、営業損失は１億13

百万円となりました。
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⑥ その他事業

　　　　その他事業の当第２四半期連結会計期間の営業収益は１億60百万円、営業損失は18百万円となりました。

　

(2）財政状態の分析

① 資産　

　当第２四半期連結会計期間末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて294億50百万円増加し、1,500

億11百万円になりました。これは主に、「現金及び預金」が84億74百万円、「有価証券」が84億90百万円、「貸出

金」が51億83百万円、「販売用不動産」が52億９百万円、「仕掛販売用不動産」が54億66百万円増加したことによ

るものであります。

　　　② 負債　　　　

　　　　負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて292億52百万円増加し、1,218億98百万円となりました。これは主

に、「預金」が205億82百万円、「信用取引負債」が９億90百万円、「1年内返済予定の長期借入金」が46億53百万

円、「長期借入金」が46億53百万円増加し、「顧客からの預り金」が20億８百万円減少したことによるものであり

ます。

　　　③ 純資産　

　　　　純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて１億98百万円増加し、281億13百万円となりました。これは主

に、「利益剰余金」が69百万円、「自己株式」が１億59百万円、「少数株主持分」が６億26百万円増加し、「その他

有価証券評価差額金」が３億85百万円減少したことによるものであります。

　

(3）キャッシュ・フローの状況

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

83億４百万円増加し、308億71百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

　当第２四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは60億１百万円の資金増加（前年同四半

期比30億16百万円の増加）となりました。主な要因としては、「預金の純増減」143億28百万円の資金が増加した一

方、「債券の純増減」56億32百万円及び「貸出金の純増減」31億33百万円の支出があったこと等によるものであり

ます。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

　当第２四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは６億19百万円の資金増加（前年同四半

期比10億89百万円の増加）となりました。主な要因としては、「有形固定資産の取得による支出」１億77百万円の

減少があったことにより資金が減少した一方、「投資有価証券の売却及び償還による収入」５億37百万円及び「投

資事業組合からの分配による収入」１億62百万円の資金の増加があったこと等によるものであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　当第２四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは２億65百万円の資金減少（前年同四半

期比４億９百万円の減少）となりました。主な要因としては、「長期借入れによる収入」により３億27百万円資金

が増加した一方、「長期借入金の返済による支出」５億19百万円及び「自己株式の取得による支出」１億59百万円

の資金の減少があったこと等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

  当社グループは、金融業界の規制緩和による総合金融サービスへのニーズ、個人金融資産の運用ニーズの多様化

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

も、グループ会社のシナジー効果が十分に発揮され、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
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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。

　

(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

 8/43



第３【設備の状況】

(1）主要な設備の状況

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）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計画は次のとおりであります。

会社名
事業所名

所在地
セグメント
の名称

設備の内容
投資予定金額

資金調達
方法

着手及び完了予定
年月 完成後の

増加能力総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

着手 完了

エイチ・

エス証券

株式会社

東京都

新宿区

証券関連

事業

証券基幹

システム
196 － 自己資金

平成22年

７月

平成23年

１月
－

（注）１．完成後の増加能力につきましては、測定することが困難であるため、記載しておりません。

　　　２．上記金額には消費税等は含まれておりません。
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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22年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成22年11月12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

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数は100株であり

ます。

計 40,953,500 40,953,500－ －

（注）１　提出日現在の発行数には、平成22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　第２四半期会計期間末現在の上場金融商品取引所は、大阪証券取引所ヘラクレスであります。なお、大阪証券

取引所ヘラクレスは、平成22年10月12日付で新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同

日以降の上場金融商品取引所は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。
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（２）【新株予約権等の状況】

　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。

平成17年６月24日定時株主総会決議

　
第２四半期会計期間末現在
（平成22年９月30日）

新株予約権の数（個）
①　1,010

②　　 30

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（株）
①　101,000

②　　3,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）
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（円）

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

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又は当社関係会社の取締

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、当社又は当社関係会社の取締役、監査役も

しくは従業員であることを要する。ただし、当社又は当社関

係会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又は当社関係会社と顧問

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、当社又は当社関係会社の取締役、監

査役、従業員、嘱託社員又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、当社又

は当社関係会社の取締役、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
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【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22年９月30日 － 40,953,500 － 12,223 － 11,057

　

（６）【大株主の状況】

　 平成22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

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）

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（常任代理人）
9,540 23.29

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番３号 6,199 15.13

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）

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（常任代理人）
1,568 3.82

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

エイアイユーインシュアランスカンパ

ニー（常任代理人　シティバンク銀行

株式会社）

東京都品川区東品川２丁目３番14号

（常任代理人）
600 1.46

神蔵　孝之 東京都渋谷区 567 1.38

ステートストリートバンクアンドトラ

ストカンパニー（常任代理人　香港上

海銀行東京支店）

東京都中央区日本橋３丁目11－１

（常任代理人）　
566 1.38

モルガンスタンレーアンドカンパニー

インターナショナルピーエルシー（常

任代理人　モルガン・スタンレーＭＵ

ＦＧ証券株式会社）

東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３恵比寿ガーデ

ンプレイスタワー（常任代理人）
375 0.91

メロンバンクトリーティークライアン

ツオムニバス（常任代理人　株式会社

みずほコーポレート銀行決済営業部）

東京都中央区月島４丁目16－13

（常任代理人）
320 0.78

計 － 31,466 76.83
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（注）１．上記のほか当社保有の自己株式573千株（1.40％）があります。

２．タワー投資顧問株式会社から、平成22年６月28日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成22年６月14

日現在で10,869,800株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として実質所有株式数の確認がで

きませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、タワー投資顧問株式会社の大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

　　大量保有者　　　　タワー投資顧問株式会社 

　　住所　　　　　　　東京都港区芝大門１丁目２番18号　野依ビル２階

　　保有株券等の数　　株式　10,869,800株

　　株券等保有割合　　26.54％

３．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２社から、平成19年10月19日付の大量保有報告

書の写しの送付があり、平成19年10月15日現在で1,975,000株を所有している旨の報告を受けておりますが、

当社として実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、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２社の大量保有報告書の内容は以下のと

おりであります。

　　大量保有者　　　　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２社

　　住所　　　　　　　東京都千代田区丸の内１丁目７番12号　サピアタワー

　　保有株券等の数　　株式　1,975,000株

　　株券等保有割合　　4.82％

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成22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 　　573,700

（相互保有株式）

普通株式 　　270,300

－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　40,099,700 400,997 －

単元未満株式 普通株式 　　　9,800 － －

発行済株式総数 40,953,500 － －

総株主の議決権 － 400,997 －

（注）　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。

　　　　　自己保有株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36株

　　　　　相互保有株式　　エイチ・エス・フューチャーズ株式会社　　71株
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②【自己株式等】

　 平成22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株式

会社

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

573,700 － 573,700 1.40

（相互保有株式）

エイチ・エス・フュー

チャーズ株式会社

東京都中央区銀座六丁目10

番16号パレ銀座ビル
208,500 － 208,500 0.51

（相互保有株式）

エイチ・エス・アシスト株

式会社

東京都中央区銀座六丁目10

番16号パレ銀座ビル
61,800 － 61,800 0.15

計 － 844,000 － 844,000 2.06

　

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22年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 341 333 327 440 439 455

最低（円） 310 279 292 310 354 361

（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

14/43



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。）並びに同規則第61条及び第82条の規程に基づき、「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自主規制規則）に準拠して作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平

成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、また、当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当

第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※3
 31,229

※3
 22,754

預託金 10,154 11,287

顧客分別金信託 9,611 10,780

その他の預託金 ※3
 543

※3
 507

トレーディング商品 1,403 1,418

商品有価証券等 ※3
 1,403

※3
 1,418

有価証券 19,875 11,384

信用取引資産 11,199 11,341

信用取引貸付金 9,586 9,722

信用取引借証券担保金 1,613 1,618

貸出金 43,313 38,129

差入保証金 ※3
 1,314

※3
 1,200

委託者先物取引差金 153 91

販売用不動産 ※3
 5,209 －

仕掛販売用不動産 ※3
 5,466 －

その他 3,477 3,874

貸倒引当金 △2,014 △1,854

流動資産合計 130,782 99,627

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 1,451

※1
 1,432

器具及び備品（純額） ※1
 1,108

※1
 1,207

土地 57 57

建設仮勘定 144 72

有形固定資産合計 2,760 2,768

無形固定資産

ソフトウエア 347 428

その他 4 9

無形固定資産合計 351 437

投資その他の資産

投資有価証券 ※3
 2,616

※3
 3,742

関係会社株式 12,526 12,845

その他の関係会社有価証券 0 1

長期差入保証金 761 623

破産更生債権等 900 886

その他 240 539

貸倒引当金 △929 △912

投資その他の資産合計 16,116 17,727

固定資産合計 19,229 20,933

資産合計 150,011 120,561
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

約定見返勘定 1,234 1,232

信用取引負債 9,607 8,617

信用取引借入金 ※3
 6,954

※3
 5,870

信用取引貸証券受入金 2,653 2,746

預り金 4,958 6,831

顧客からの預り金 4,472 6,480

その他の預り金 486 350

受入保証金 5,946 6,198

信用取引受入保証金 5,028 5,087

先物取引受入証拠金 443 653

その他の受入保証金 473 457

預金 75,013 54,431

短期借入金 ※3
 1,805

※3
 2,776

1年内返済予定の長期借入金 5,991 1,338

預り証拠金 1,519 1,353

未払法人税等 ※3
 221 60

賞与引当金 41 36

訴訟損失引当金 192 198

その他 ※3
 3,320 1,730

流動負債合計 109,852 84,806

固定負債

長期借入金 ※3
 10,404 5,750

繰延税金負債 343 194

役員退職慰労引当金 17 17

負ののれん 702 1,336

退職給付引当金 119 119

その他 171 153

固定負債合計 11,758 7,571

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※2
 123

※2
 104

商品取引責任準備金 ※2
 163

※2
 163

特別法上の準備金計 286 267

負債合計 121,898 92,645
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22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 4,028 3,958

自己株式 △994 △834

株主資本合計 26,314 26,404

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △299 85

繰延ヘッジ損益 △25 △29

為替換算調整勘定 △1,355 △1,399

評価・換算差額等合計 △1,680 △1,342

新株予約権 12 12

少数株主持分 3,466 2,840

純資産合計 28,113 27,915

負債純資産合計 150,011 120,561
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

営業収益

受入手数料 962 883

受取手数料 77 111

トレーディング損益 398 794

金融収益 259 209

貸出金利息 4,236 4,819

その他の役務収益 281 359

外国為替売買益 117 160

その他の業務収益 11 35

売上高 322 765

営業収益合計 6,666 8,140

金融費用 93 78

預金利息 2,074 2,448

売上原価 191 521

純営業収益 4,307 5,091

販売費及び一般管理費

取引関係費 648 739

人件費 2,184 2,156

不動産関係費 306 301

事務費 555 573

減価償却費 257 325

租税公課 45 53

貸倒引当金繰入額 365 156

その他 233 339

販売費及び一般管理費合計 4,596 4,646

営業利益又は営業損失（△） △289 445

営業外収益

受取配当金 17 22

持分法による投資利益 860 251

投資事業組合運用益 278 174

負ののれん償却額 356 365

その他 32 16

営業外収益合計 1,545 830

営業外費用

支払利息 0 61

為替差損 20 58

その他 6 16

営業外費用合計 27 137

経常利益 1,228 1,138
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 9 0

貸倒引当金戻入額 20 23

商品取引責任準備金戻入額 29 －

訴訟損失引当金戻入額 23 －

システム解約損失引当金戻入額 50 －

役員退職慰労引当金戻入額 6 －

損害賠償請求和解金 － 558

その他 2 85

特別利益合計 141 667

特別損失

固定資産除却損 0 32

投資有価証券売却損 － 146

投資有価証券評価損 96 435

金融商品取引責任準備金繰入額 26 20

取引所脱退損失 20 －

過年度事業税 35 －

システム解約損失 － 389

その他 22 234

特別損失合計 200 1,259

税金等調整前四半期純利益 1,169 547

法人税、住民税及び事業税 124 222

法人税等合計 124 222

少数株主損益調整前四半期純利益 － 325

少数株主利益 188 255

四半期純利益 857 69
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

営業収益

受入手数料 406 512

受取手数料 44 54

トレーディング損益 123 442

金融収益 143 105

貸出金利息 2,133 2,516

その他の役務収益 163 210

外国為替売買益 92 80

その他の業務収益 6 26

売上高 204 414

営業収益合計 3,318 4,363

金融費用 44 36

預金利息 1,050 1,254

売上原価 123 287

純営業収益 2,099 2,784

販売費及び一般管理費

取引関係費 358 402

人件費 1,097 1,117

不動産関係費 132 148

事務費 277 290

減価償却費 139 167

租税公課 23 26

貸倒引当金繰入額 177 △41

その他 103 219

販売費及び一般管理費合計 2,310 2,331

営業利益又は営業損失（△） △211 453

営業外収益

受取配当金 4 9

持分法による投資利益 404 －

投資事業組合運用益 281 118

負ののれん償却額 142 182

その他 △8 7

営業外収益合計 824 317

営業外費用

支払利息 0 60

持分法による投資損失 － 14

為替差損 14 39

その他 0 9

営業外費用合計 15 124

経常利益 597 646
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（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

特別利益

固定資産売却益 8 0

商品取引責任準備金戻入額 － △17

貸倒引当金戻入額 △9 23

訴訟損失引当金戻入額 0 △0

役員退職慰労引当金戻入額 0 －

その他 1 71

特別利益合計 1 77

特別損失

固定資産除却損 0 32

投資有価証券売却損 － 146

投資有価証券評価損 1 －

金融商品取引責任準備金繰入額 12 9

取引所脱退損失 20 －

システム解約損失 － 389

その他 19 73

特別損失合計 54 651

税金等調整前四半期純利益 544 72

法人税、住民税及び事業税 72 166

法人税等合計 72 166

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △93

少数株主利益 109 170

四半期純利益又は四半期純損失（△） 361 △264
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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 1,169 547

減価償却費 257 325

減損損失 0 26

のれん償却額 △356 △351

貸倒引当金の増減額（△は減少） 357 149

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 △0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7 －

受取利息及び受取配当金 △17 △22

支払利息 0 61

為替差損益（△は益） 532 △326

持分法による投資損益（△は益） △860 △251

損害賠償請求和解金 － △558

投資有価証券売却損益（△は益） － 146

投資有価証券評価損益（△は益） 96 435

固定資産売却損益（△は益） △2 7

固定資産除却損 0 32

投資事業組合運用損益（△は益） △278 △174

預託金の増減額（△は増加） 140 △35

トレーディング商品の増減額 224 14

預り金の増減額（△は減少） △2,312 △1,915

受入保証金の増減額（△は減少） 320 △252

信用取引資産の増減額（△は増加） △4,791 142

信用取引負債の増減額（△は減少） 4,526 990

短期差入保証金の増減額（△は増加） △107 △291

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 1,960 1,169

債券の純増（△）減 △3,384 △8,343

貸出金の純増（△）減 4,116 △4,653

預金の純増減（△） 1,720 19,845

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 26 18

商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △29 －

委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増
加）

157 △62

委託者未収金の増減額（△は増加） 0 2

その他 △1,256 1,391

小計 2,206 8,070

利息及び配当金の受取額 964 466

利息の支払額 △8 △61

法人税等の支払額 △733 △302

法人税等の還付額 226 666

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,655 8,837

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

23/43



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22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 △329 △226

有形固定資産の売却による収入 31 2

無形固定資産の取得による支出 △73 △10

投資有価証券の取得による支出 △29 △20

投資有価証券の売却及び償還による収入 290 538

投資事業組合からの分配による収入 380 162

関係会社株式の取得による支出 △690 △40

関係会社株式の売却による収入 0 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ 97

貸付けによる支出 △58 △200

貸付金の回収による収入 0 266

定期預金の増減額（△は増加） 295 △0

出資金の回収による収入 62 －

敷金及び保証金の回収による収入 215 86

敷金及び保証金の差入による支出 － △171

その他 15 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 110 482

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） △147 △700

長期借入金の返済による支出 △167 △661

長期借入れによる収入 508 385

自己株式の取得による支出 △0 △159

少数株主への配当金の支払額 △15 △118

その他 △7 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 169 △1,257

現金及び現金同等物に係る換算差額 △802 241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,132 8,304

現金及び現金同等物の期首残高 15,618 22,567

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 17,751

※1
 30,871
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【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22年４月１日　至　平成22年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更

(1）連結の範囲の変更

　前連結会計年度末まで持分法適用関連会社でありました株式会社アスコットは、経営支援することを決議したため第

１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。

(2）変更後の連結子会社の数

　10社

　

２．持分法の適用に関する事項の変更

(1）持分法適用関連会社

　前連結会計年度末まで持分法適用関連会社でありました株式会社アスコットは、経営支援することを決議したため第

１四半期連結会計期間より持分法適用の範囲から除外しております。

(2）変更後の持分法適用関連会社の数

　５社

　

３．会計処理基準に関する事項の変更

(1）資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しており

ます。

　なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(2）企業結合に関する会計基準等の適用

　第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「連結財

務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改

正」（企業会計基準第23号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年

12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号　平成20年12月26日公表分）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」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しておりま

す。　

　

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

25/43



【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

　

　前第２四半期連結累計期間において、特別利益に区分掲記しておりました「訴訟損失引当金戻入額」は、特別利益総額

の100分の20以下となったため、当第２四半期連結累計期間では特別利益の「その他」に含めて表示することといたしま

した。なお、当第２四半期連結累計期間の「その他」に含まれる「訴訟損失引当金戻入額」は２百万円であります。

　前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却損」は、

重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することといたしました。なお、前第２四半期連結累計

期間の特別損失の「その他」に含まれる「投資有価証券売却損」は１百万円であります。

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

（四半期連結損益計算書）

　「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第２四

半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。　

　

　前第２四半期連結会計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「商品取引責任準備金戻入

額」は、重要性が増加したため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することといたしました。なお、前第２四半期連

結会計期間の特別利益の「その他」に含まれる「商品取引責任準備金戻入額」は△１百万円であります。

　前第２四半期連結会計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却損」は、

重要性が増加したため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することといたしました。なお、前第２四半期連結会計

期間の特別損失の「その他」に含まれる「投資有価証券売却損」は１百万円であります。

　

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっており

ます。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22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22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　当社は、平成19年４月１日付けで、エイチ・エス・フューチャーズ株式会社（旧オリエント貿易株式会社）を株式交換

により完全子会社化いたしました。当該株式交換に当たり、反対株主より株式交換請求があり、現在、裁判所に対し価格の

決定申立てが成されております。なお、平成22年７月21日付けでエイチ・エス・フューチャーズ株式会社と、一部の反対

株主との間で当該買取価格の合意が成立いたしました。

　なお、当四半期連結財務諸表の作成に当たり、合意に至っていない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処理

し、当該買取価格の決定により生ずる負担額については、四半期連結財務諸表上計上しておりません。
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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22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22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 ※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 346百万円

器具備品・運搬具 1,328

計 1,675

建物及び構築物 320百万円

器具備品・運搬具 1,071

計 1,391

※２　引当金の計上根拠 ※２　引当金の計上根拠

(1）商品取引責任準備金 商品取引所法第221条

(2）金融商品取引責任準備金金融商品取引法第46条

の５

(1）商品取引責任準備金 商品取引所法第221条

(2）金融商品取引責任準備金金融商品取引法第46条

の５

※３　担保に供されている資産は、別表記載のとおりであり

ます。

※３　担保に供されている資産は、別表記載のとおりであり

ます。

４　保証債務等

　ハーン銀行にて、営業保証業務（信用状の発行等）を

行っております。当該業務における保証債務残高は次

のとおりです。

４　保証債務等

　ハーン銀行にて、営業保証業務（信用状の発行等）を

行っております。当該業務における保証債務残高は次

のとおりです。

債務保証 324百万円

信用状の発行 472百万円

債務保証 156百万円

信用状の発行 269百万円

５　当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出未

実行残高（貸手側）

1,173百万円

５　当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出未

実行残高（貸手側）

641百万円

　

別表　担保に供されている資産

前連結会計年度末（平成22年３月31日）

科目
被担保債務残高
（百万円）

担保内容
現金及び預金
（百万円）

商品有価証券
（百万円）

投資有価証券
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

短期借入金 1,970 － － 426 1,112 1,538

信用取引借入金 5,870 － － － 4,433 4,433

計 7,840 － － 426 5,545 5,972

（注）１　担保に供している資産は、期末時価で計上しております。

２　その他の金額は、担保として差入を受けた有価証券4,177百万円及び信用取引の自己融資見返り株券1,353百

万円を担保として差入れたものであります。

３　上記のほかに、取引証拠金等として信用取引の自己融資見返り株券400百万円、有価証券113百万円、その他の

預託金26百万円、差入保証金1,200百万円及び担保として差入を受けた有価証券567百万円を差入れておりま

す。

また、「現金及び預金」に含まれている定期預金20百万円を当座借越契約の担保に供しております。

なお、当連結会計年度末において同契約による当座借越残高はありません。
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当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）

科目
被担保債務残高
（百万円）

担保内容
現金及び
預金

（百万円）　

販売用
不動産
（百万円）

仕掛販売用
不動産
（百万円）

投資
有価証券
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

短期借入金 1,390 － 1,514 － 274 12 1,802

長期借入金 7,521 － 3,694 5,221 － － 8,916

信用取引借入金 6,954 － － － 22 4,302 4,325

未払法人税等及び

流動負債（その他）

　

226 140 － － 287 － 428

計 16,091 140 5,209 5,221 584 4,315 15,472

（注）１　担保に供している資産は、販売用不動産及び仕掛販売用不動産を除き、期末時価で計上しております。

２　その他の金額は、担保として差入を受けた有価証券4,107百万円及び信用取引の自己融資見返り株券208百万

円を担保として差入れたものであります。

３　上記のほかに、取引証拠金等として有価証券86百万円、その他の預託金35百万円、差入保証金1,314百万円、担

保として差入を受けた有価証券384百万円を差入れております。また、「現金及び預金」に含まれている定期

預金20百万円を当座借越契約の担保に供しております。

なお、当第２四半期連結会計期間末において同契約による当座借越残高はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四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21年９月30日現在）

※１　現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四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22年９月30日現在）

現金及び預金 18,138百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △223

商品取引責任準備預金 △163

現金及び現金同等物 17,751

現金及び預金 31,229百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △194

商品取引責任準備預金 △163

現金及び現金同等物 30,871
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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22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22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） 805,537

　

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 104,000 －

連結子会社 － － 12

合計 104,000 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

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21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
647 2,396 50 224 3,318 － 3,318

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高
－ － － 26 26 (26) －

計 647 2,396 50 250 3,344 (26) 3,318

営業利益又は営業損失（△） △350 296 △184 21 △216 4 △211

（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い、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

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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
1,599 4,646 90 329 6,666 － 6,666

(2）セグメント間の内部営業

収益又は振替高
－ － 0 54 54 (54) －

計 1,599 4,646 90 383 6,720 (54) 6,666

営業利益又は営業損失（△） △354 484 △410 △18 △298 9 △289

（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い、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
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【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21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
906 2,396 14 3,318 － 3,318

(2）セグメント間の内部営

業収益又は振替高
3 △0 － 3 (3) －

計 910 2,396 14 3,321 (3) 3,318

営業利益又は営業損失（△） △516 293 7 △215 3 △211

（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・香港、アメリカ：アメリカ合衆国

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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
2,014 4,647 4 6,666 － 6,666

(2）セグメント間の内部営

業収益又は振替高
7 － － 7 (7) －

計 2,021 4,647 4 6,673 (7) 6,666

営業利益又は営業損失（△） △764 478 △10 △296 7 △289

（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・香港、アメリカ：アメリカ合衆国
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【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　 アジア アメリカ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,396 14 2,411

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 3,318

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 72.2 0.5 72.7

（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・香港、アメリカ：アメリカ合衆国

　

前第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　 アジア アメリカ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,647 4 4,651

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 6,666

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 69.7 0.1 69.8

（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・香港、アメリカ：アメリカ合衆国
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自平

成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、当社及び子会社の構成単位に分離された財務諸表に基づき、業種別に構成した事業単位について、国内及び

海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。当社は、「証券関連事業」、「銀行関連事業」、「商品先

物関連事業」、「債権管理回収事業」、「不動産関連事業」、「その他事業」を報告セグメントとしております。

　「証券関連事業」は、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い、有価証券に関する投資顧問業務その他の証券業務を行って

おります。「銀行関連事業」は、預金業務、貸付業務等を行っております。「商品先物関連事業」は、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を行っております。「債権管理回収事業」は、債権管理回収

業に関する特別措置法に規定されている金融機関等が有する特定金銭債権の買取及び当該買取債権の管理回収等の

債権管理回収業務を行っております。「不動産関連事業」は、分譲マンション及び収益不動産の開発等の不動産業務

を行っております。「その他事業」は、ベンチャーキャピタル業務、M&A業務、投資信託業務を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　（単位：百万円）

　

報告セグメント
調整額

（注）１　

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２　

証券関連

事業

銀行関連

事業

商品先物

関連事業

債権管理

回収事業

不動産

関連事業

その他

事業
計

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客に対する

　営業収益　
1,8795,374 120 645 95 24 8,140 － 8,140

　セグメント間の内部

　営業収益又は振替高
0 － － － － 62 62 (62) －

計 1,8795,374 120 645 95 86 8,202 (62) 8,140

セグメント利益又は

損失（△）
25 878 △322 3 △113 △35 436 8 445

　（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額８百万円は、セグメント間取引消去であります。

　　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　
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当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　（単位：百万円）

　

報告セグメント
調整額

（注）１　

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２　

証券関連

事業

銀行関連

事業

商品先物

関連事業

債権管理

回収事業

不動産

関連事業

その他

事業
計

営業収益 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　外部顧客に対する

　営業収益　
1,0532,833 58 191 95 130 4,363 － 4,363

　セグメント間の内部

　営業収益又は振替高
△0 － － － － 29 29 (29) －

計 1,0532,833 58 191 95 160 4,393 (29) 4,363

セグメント利益又は

損失（△）
145 646 △201 △8 △113 △18 449 4 453

　（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額４百万円は、セグメント間取引消去であります。

　　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　３．当第２四半期連結会計期間から報告セグメントを変更したため、当第２四半期連結会計期間の数値について

は、第１四半期連結会計期間の数値を報告セグメント変更後の区分に組み替えた上で算定しております。

　

３．報告セグメントの変更等に関する情報

当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

　　当社は、従来、「証券関連事業」、「銀行関連事業」、「商品先物関連事業」、「その他事業」の４事業を報告セグ

メントとしておりましたが、当第２四半期連結会計期間より、「証券関連事業」、「銀行関連事業」、「商品先物

関連事業」、「債権管理回収事業」、「不動産関連事業」、「その他事業」の６事業に区分を変更しております。

　　この変更は、従来「その他事業」に含めておりました債権管理回収事業及び不動産関連事業の重要性が増したた

めであります。　

　　

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　（固定資産に係る重要な減損損失）

　　該当事項はありません。

　

　（のれんの金額の重要な変動）

　　該当事項はありません。

　

　（重要な負ののれん発生益）　

　　　　　該当事項はありません。

　

　（追加情報）

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年

３月21日）を適用しております。　
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（金融商品関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）　

　企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認め

られるものは次のとおりであります。 

（単位：百万円）

科目
四半期連結

貸借対照表計上額
時価 差額

(1) 現金及び預金 31,229 31,229 －

(2) 有価証券及び投資有価証券

　　 商品有価証券等

　　 その他有価証券

22,953

1,403

21,550

22,953

1,403

21,550

－

－

－

(3) 預金 75,013 75,013 －

(4) 短期借入金 1,805 1,805 －

(5) １年内返済予定の

　　長期借入金
5,991 5,993 1

(6) 長期借入金 10,404 10,326 △77

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

　(1)  現金及び預金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

　(2)　有価証券及び投資有価証券

　これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によって

おります。また、投資信託については、公表されている基準価格によっております。組合出資金については、組合

財産を時価評価できるものには時価評価を行ったうえ、当該時価に対する持分相当額を組合出資金の時価とみなし

て計上しております。

　(3)  預金

　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。定期預金は、

預入期間が短期間であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

　(4)  短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　(5)  １年内返済予定の長期借入金 (6) 長期借入金

　これらの時価は、元利金の合計を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。
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（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）　

　その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計

年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　 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 1,432 1,328 △103

(2) 債券 20,176 20,102 △73

(3) その他 167 119 △47

合計 21,775 21,550 △225

　

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）　

　該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）　

  該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）　

  該当事項はありません。
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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22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

613円59銭 624円24銭

（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 28,113 27,915

普通株式に係る純資産額（百万円） 24,634 25,062

差額の主な内訳（百万円） 　 　

新株予約権 12 12

少数株主持分 3,466 2,840

普通株式の発行済株式数（千株） 40,953 40,953

普通株式の自己株式数（千株） 805 805

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（千株）
40,147 40,148

　

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり四半

期純利益金額

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 21円35銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
21円26銭

１株当たり四半期純利益金額 1円74銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
1円62銭

（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22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） 857 69

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 857 69

普通株式の期中平均株式数（千株） 40,148 40,147

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に用

いられた四半期純利益調整額の主要な内訳（百万円）

　

連結子会社及び持分法適用関連会社の潜在株式に係る四

半期純利益調整額

△3 △4

四半期純利益調整額（百万円） △3 △4

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

四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式につ

いて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

－ －
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 9円02銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
8円97銭

１株当たり四半期純損失金額 △6円58銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額
－円－銭

（注）１．当第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後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。

　　　２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半期純損

失（△）（百万円）
361 △264

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 361 △264

普通株式の期中平均株式数（千株） 40,148 40,147

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に用

いられた四半期純利益調整額の主要な内訳（百万円）

　

連結子会社及び持分法適用関連会社の潜在株式に係る四

半期純利益調整額

△1 －

四半期純利益調整額（百万円） △1 －

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

四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式につ

いて前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

－ －

　

（重要な後発事象）

　当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　（重要な設備投資）

　　当社連結子会社であるエイチ・エス証券株式会社は、平成22年10月６日開催の同社取締役会において、以下の設

備投資を行うことを決議いたしました。

　

１．目的

   証券取引サービスにおけるお客様へ提供するサービスの向上のためのものであります。

２．設備投資の内容

　(1) 所在地：東京都新宿区

　(2) 設備内容：証券基幹システム

　(3) 投資予定金額：196百万円

３．設備の導入時期

　(1) 着手日：平成22年７月

　(2) 完了予定日：平成23年１月

４．資金調達方法

　 自己資金 　
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（リース取引関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　当第２四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、前連結会計年度末と比べて著しい変動はありません。

　

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11月12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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日

から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21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21年９月30日現在

の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 

平成22年11月11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22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日

から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22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22年９月30日現在

の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

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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