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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】

(1) 連結経営指標等

　

連結会計年度

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日
(平成20年
３月期)

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日
(平成21年
３月期)

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日
(平成22年
３月期)

自平成22年
４月１日
至平成23年
３月31日
(平成23年
３月期)

自平成23年
４月１日
至平成24年
３月31日
(平成24年
３月期)

営業収益 (百万円) 63,152 43,627 58,500 52,402 52,631

純営業収益 (百万円) 61,004 41,649 57,110 50,785 50,756

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 14,919 △559 12,008 4,806 5,077

当期純利益 (百万円) 9,025 2,482 7,160 4,318 2,545

包括利益 (百万円) ― ― ― 3,480 2,348

純資産額 (百万円) 106,481 104,331 114,126 113,015 110,259

総資産額 (百万円) 497,250 418,961 664,766 664,376 641,216

１株当たり純資産額 (円) 399.24 391.97 406.92 407.26 416.51

１株当たり当期純利益 (円) 34.00 9.35 26.33 15.50 9.45

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 34.00 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 21.3 24.8 17.1 17.0 17.1

自己資本利益率 (％) 8.6 2.4 6.6 3.8 2.3

株価収益率 (倍) 9.7 18.8 14.8 18.3 32.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 20,835 △249 △13,713 △33,400 △43,135

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,095 △3,245 △1,879 △3,498 △1,469

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 11,055 26,518 △1,275 39,452 26,304

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 63,485 79,328 62,521 61,725 43,330

従業員数
[外、平均臨時従業員数]

(名)
2,072
[491]

2,045
[548]

2,335
[382]

2,286
 [349]

2,253
 [329]

(注) １　従業員数は、就業人員数を記載しております。

２　平成21年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。また、平成22年３月期以後の潜在株式調整後１株当たり当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。

３　平成23年３月期より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号　平成22年６月30日)を適用

しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期

決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

営業収益
(うち受入手数料)

(百万円)
60,949
(41,715)

41,783
(23,456)

2,553
(―)

7,632
(―)

3,749
(―)

純営業収益 (百万円) 58,871 39,902 ― ― ―

経常利益 (百万円) 14,880 221 871 6,343 2,430

当期純利益 (百万円) 9,321 109 227 5,582 1,569

資本金 (百万円) 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

発行済株式総数 (千株) 285,582 285,582 280,582 280,582 280,582

純資産額 (百万円) 105,248 101,197 103,999 104,326 100,611

総資産額 (百万円) 485,966 409,712 116,300 112,892 118,527

１株当たり純資産額 (円) 396.51 381.30 371.81 376.92 381.10

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配
当額)

(円)
15.00
(7.50)

7.50
(5.00)

15.00
(6.00)

8.00
(4.00)

8.00
(4.00)

１株当たり当期純利益 (円) 35.12 0.41 0.84 20.03 5.83

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 35.12 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 21.7 24.7 89.4 92.4 84.8

自己資本利益率 (％) 9.0 0.1 0.2 5.4 1.5

株価収益率 (倍) 9.4 429.3 464.3 14.2 53.0

配当性向 (％) 42.7 1,829.3 1,785.7 39.9 137.2

株主資本配当率 (％) 3.8 2.0 4.0 2.1 2.1

従業員数
[外、平均臨時従業員数]

(名)
1,898
[467]

1,865
[524]

57
[4]

64
[5]

65
[5]

(注) １　平成21年４月１日に当社の営む金融商品取引業等を会社分割により東海東京証券株式会社へ分割し、持株会社

となりました。第97期以前は金融商品取引業時の実績であり、第98期より持株会社の実績となっているため、

営業収益における受入手数料及び純営業収益は記載しておりません。

２　第98期の１株当たり配当額15円は、普通配当12円及び特別配当３円の合計額であります。

３　従業員数は、就業人員数を記載しております。
　

４　第97期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

また、第98期以後の潜在株式調整後１株当たり当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。

　

なお、「企業の概況」に記載の消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。
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２ 【沿革】
　

年月 沿 革

昭和４年６月 株式会社高山商店設立。

昭和５年８月 東京株式取引所一般取引員の免許を取得。

昭和19年４月 日本証券取引所取引員の免許を取得。

昭和22年１月 商号を六鹿証券株式会社と変更。

昭和23年９月 証券取引法による証券業者登録。

昭和24年４月 東京・大阪両証券取引所正会員登録。

昭和36年４月 小山証券株式会社と合併。福岡証券取引所正会員登録。

昭和39年10月 株式会社六鹿商店と合併。

昭和43年４月 証券会社の免許制移行に伴う１号から４号の免許取得。

昭和44年12月 商号を東京証券株式会社と変更。

昭和56年10月 遠山證券株式会社及び日興證券投資信託販売株式会社と合併。名古屋証券取引所正会員登録。

昭和59年10月 扶桑証券株式会社と合併。札幌証券取引所正会員登録。

昭和62年６月 東京証券取引所及び大阪証券取引所第二部上場。

平成元年３月 東京証券取引所及び大阪証券取引所第一部に指定替。

平成２年３月 名古屋証券取引所第一部上場。

平成10年12月 証券会社の登録制移行に伴う証券業の登録。

　 証券会社の登録制移行に伴う元引受業の認可。

平成12年10月 東海丸万証券株式会社と合併。商号を東海東京証券株式会社と変更。

　
東海丸万証券株式会社との合併に伴い、株式会社東海東京調査センター(現・連結子会社)、東海東

京証券香港(現・連結子会社)、宇都宮証券株式会社(現・連結子会社)、東海東京サービス株式会社

(現・連結子会社)、株式会社東海東京投資顧問が関係会社となる。

平成17年７月 東海東京ファイナンス＆リアルエステート株式会社設立。

平成17年12月 金融先物取引法による金融先物取引業の登録。

平成18年４月 東海東京インベストメント株式会社(現・連結子会社)設立。

平成19年１月 東海東京証券ヨーロッパ(現・連結子会社)設立。

平成19年６月 東海東京ＳＷＰコンサルティング株式会社(現・連結子会社)設立。

平成19年９月 金融商品取引法施行に伴う第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業の登録。

平成20年２月 東海東京証券アメリカ(現・連結子会社)設立。

平成20年４月 広島支店及び下関支店を会社分割の方法によりワイエム証券株式会社(現・持分法適用関連会社)

に分割。

平成20年７月 東海東京ビジネスサービス株式会社(現・連結子会社)設立。

平成20年10月 東海東京証券分割準備株式会社(現・連結子会社　東海東京証券株式会社)設立。

平成20年11月二俣川支店、港南台支店、横須賀支店、大船支店、相模原支店、茅ヶ崎支店を会社分割の方法により

浜銀ＴＴ証券株式会社(現・持分法適用関連会社)に分割。

平成21年４月 金融商品取引業等を東海東京証券分割準備株式会社に会社分割の方法により分割し、持株会社体

制に移行。商号を東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社に変更。

平成22年１月 トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社の全株式を取得。

平成22年４月 東海東京証券株式会社が本店を名古屋市に移転。

　 東海東京証券株式会社とトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が合併。

平成22年５月 東海東京証券株式会社が福岡支店を会社分割の方法により西日本シティＴＴ証券株式会社(現・

持分法適用関連会社)に分割。

平成23年１月 東海東京ファイナンス＆リアルエステート株式会社と株式会社東海東京投資顧問が合併し、東海

東京アセットマネジメント株式会社(現・連結子会社)に商号変更。

平成23年３月 東海東京シンガポール(現・連結子会社)設立。

　 東海東京アカデミー株式会社(現・連結子会社)設立。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社22社及び関連会社３社で構成されております。

当社グループは主たる事業として、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、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、私募の取扱いその他の金融商品取引業並びに金融商品取引業に関

連又は付随する業務を営んでおり、アジア、ヨーロッパ及びアメリカの金融市場に拠点を設置し、顧客の資

金調達、資金運用の両面において、グローバルで幅広いサービスを提供しております。

なお、当連結会計年度における連結子会社等の異動状況は次のとおりであります。

平成23年８月以下の２社を新たに連結子会社として追加。

Tokai Tokyo Asia Renaissance Fund Limited

Tokai Tokyo Asia Renaissance Master Fund Limited

平成23年12月ＴＴＩ成長企業１号投資事業有限責任組合を解散、清算結了したため連結の範囲

から除外。

平成24年２月一般社団法人ＹＳＴ(従前から非連結子会社としている同一商号の法人とは別法

人)を新たに子会社として追加。

平成24年２月ＴＴＡＭレジデンス合同会社を新たに連結子会社として追加。

平成24年３月以下の２社を新たに子会社として追加。

Tokai Tokyo Japan Phoenix Fund Limited

Tokai Tokyo Japan Phoenix Master Fund Limited
　

当社グループの事業系統図
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４ 【関係会社の状況】

　

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
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(連結子会社) 　 　 　 　 　 　

東海東京証券株式会社 名古屋市中村区 6,000金融商品取引業 100 ―

資金の貸付
債務被保証
店舗等の賃借
役員の兼任　７名

宇都宮証券株式会社 栃木県宇都宮市 301金融商品取引業 90 ―
─
役員の兼任　なし

東海東京アセットマネジメン
ト株式会社

東京都中央区 50 金融商品取引業 100 ―
―
役員の兼任　１名

東海東京ＳＷＰコンサルティ
ング株式会社

名古屋市中村区 250
金融商品取引
業 、 コ ン サ ル
ティング業

85 ―
―
役員の兼任　なし

東海東京インベストメント
株式会社

東京都中央区 300
ベンチャーキャ
ピタル、有価証
券の運用

100 ―
投資事業組合への出資
資金の貸付
役員の兼任　１名

株式会社東海東京調査センター 東京都中央区 50 情報サービス業 100 ―
―
役員の兼任　１名

東海東京アカデミー株式会社 東京都中央区 50 教育・研修業 100 ―
―
役員の兼任　１名

東海東京サービス株式会社 名古屋市千種区 30
不動産の賃貸・
管理、事務代行
業務

100 ―
事務委託、
資金の貸付
役員の兼任　１名

東海東京ビジネスサービス
株式会社

東京都中央区 50
証券会社のバッ
クオフィス業務
の受託

80 ―
資金の貸付
役員の兼任　１名

東海東京証券香港
中国
香港

千
香港ドル
50,000

証券業 100 ―
債務保証
役員の兼任　なし

東海東京証券ヨーロッパ
英国
ロンドン市

千
英ポンド
3,000

証券業 100 ―
社債の引受
役員の兼任　なし

東海東京証券アメリカ
米国
ニューヨーク市

千
米ドル
200

情報サービス業 100 ―
―
役員の兼任　なし

東海東京シンガポール シンガポール

千
シンガポー
ルドル
5,000

情報サービス
業、資産運用業

100 ―
調査の委託
役員の兼任　なし

ＴＴＩ中部ベンチャー１号
投資事業有限責任組合

東京都中央区 881投資事業組合
100
(2)

―
―
役員の兼任　なし

Ｎ－residence１号合同会社東京都中央区 0
信託受益権の売
買、保有、処分及
び管理

100
(100)

―
―
役員の兼任　なし

ＴＴＡＭレジデンス合同会社 東京都港区 1,901
信託受益権の売
買、保有、処分及
び管理

100
(100)

―
―
役員の兼任　なし

Tokai Tokyo Asia
Renaissance Fund Limited

英国領
ケイマン諸島

5,000会社型投資信託
100
(100)

―
―
役員の兼任　なし

Tokai Tokyo Asia
Renaissance Master Fund 
Limited

英国領
ケイマン諸島

千
米ドル
62,471

会社型投資信託
100
(100)

―
―
役員の兼任　なし

(持分法適用関連会社) 　 　 　 　 　 　

ワイエム証券株式会社 山口県下関市 1,270金融商品取引業 40 ―
―
役員の兼任　なし

浜銀ＴＴ証券株式会社 横浜市西区 3,307金融商品取引業 49 ―
―
役員の兼任　なし

西日本シティＴＴ証券
株式会社

福岡市博多区 1,575金融商品取引業 40 ―
―
役員の兼任　なし

(注) １　東海東京証券株式会社、Tokai Tokyo Asia Renaissance Fund Limited及びTokai Tokyo Asia Renaissance

Master Fund Limitedは、特定子会社に該当しております。
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２　上記の会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。

３　「議決権の所有割合」欄の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

４　ＴＴＡＭレジデンス合同会社は平成24年２月に設立し、Tokai Tokyo Asia Renaissance Fund Limited及び

Tokai Tokyo Asia Renaissance Master Fund Limitedは、平成23年８月に出資しております。

５　ＴＴＩ成長企業１号投資事業有限責任組合は、当連結会計年度において解散し、平成23年12月に清算結了して

おります。

６　Ｎ－residence１号合同会社は、平成24年３月に保有する信託受益権をＴＴＡＭレジデンス合同会社に譲渡し、

平成24年５月に解散いたしました。

７　東海東京証券株式会社については、営業収益(連結会社相互間の内部営業収益を除く。)の連結営業収益に占め

る割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　

　 (1) 営業収益 50,588百万円

　 (2) 経常利益 3,120百万円

　 (3) 当期純利益 1,585百万円

　 (4) 純資産額 64,498百万円

　 (5) 総資産額 606,530百万円

　

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成24年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

連結会社合計 2,253[329]

(注) １　連結会社の事業は、投資・金融サービス業という単一事業セグメントであり、全連結会社の従業員数の合計を

記載しております。

２　従業員数は就業人員(連結会社から連結会社外への出向者を除き、連結会社外から連結会社への出向者を含

む。)であり、[ ]外数は、臨時従業員の年間平均人員であります。

３　上記のほか歩合外務員の平成24年３月31日現在の人員は36名であります。

　

(2) 提出会社の状況

平成24年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(円)

65[5] 47歳５ヶ月 ２年２ヶ月 9,484,628

(注) １　当社の事業は、投資・金融サービス業という単一事業セグメントであり、全従業員数の合計を記載しておりま

す。

２　従業員数は就業人員数(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、[ ]外数は、

臨時従業員の年間平均人員であります。

３　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3) 労働組合の状況

平成24年３月31日現在、東海東京証券社員組合(組合員1,247名)があり、結成以来何等の紛争もなく安

定した労使関係が継続しております。なお、上部団体には所属しておりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)のわが国経済は、昨年５月以降、東日本

大震災で寸断されたサプライチェーン(供給網)の早期復旧によりやや持ち直しましたが、夏場以降は、新

興国の金融引き締め、円高の進行、タイの洪水等のほか、欧州債務危機の深刻化により減速懸念が強まり

ました。その後、年末から年明けにかけては年末年始商戦の好調、復興需要の始動、エコカー減税の復活等

で内需は持ち直し、また、本年２月には日銀による追加の量的緩和が行われたことや、欧州債務危機に対

する不安が一時期に比べ和らいだこともあり、先行きに明るさが見え始めました。

このような中、企業収益は輸出企業を中心に下方修正されたほか、貿易収支も原発停止に伴い火力発電

による電力供給が増加したため、化石燃料の輸入増加で赤字になる月が増えるなど、不透明感を払拭する

までには至りませんでした。

株式流通市場では、日経平均株価は昨年４月に9,700円台で始まった後、震災復旧や米国株高を背景に

７月８日には一時10,207円まで上昇しました。しかし、７月以降は欧州の債務危機が深刻化、10月末に一

時１ドル75円台前半まで円高が進行したことから、日経平均株価は11月25日に一時8,135円まで下落しま

した。その後、日米欧の中央銀行が市場に潤沢な資金供給を行ったことにより安心感が広がり、世界の株

式相場は急反発しました。日本でも年明け２月14日に日銀が追加の量的緩和を発表したことから円高修

正と株高が進行し、日経平均株価は３月27日に一時10,255円をつけた後、10,083円で年度末を迎えまし

た。なお、年度を通した東証１部の１日当たりの平均売買代金は１兆2,853億円と、前年度の１兆5,324億

円を16％下回りました。

債券流通市場では、長期金利の指標である10年物国債利回りは昨年４月に1.2％台で始まった後、景気

減速や世界的な投資家のリスク回避志向を映して低下(価格は上昇)傾向を続け、８月以降は1.0％を挟ん

だ小動きとなりました。年明けから円高修正と株高が進行しても、投資家のリスク回避志向は変わらず、

結局、10年物国債利回りは0.985％で年度末を迎えました。

このような環境の中で、当社グループの中核である東海東京証券株式会社では、愛知県三河地区での富

裕層顧客の深耕を図るため、昨年７月に愛知県豊田市に「プレミアサロン豊田」を開設しました。一方

で、営業ネットワークの効率的な運営を図るため店舗網の見直しを実施し、同じく７月にメグリア藤岡店

内営業所(無人営業所)を廃止いたしました。

　また、昨年９月より、株式会社中京銀行が行う金融商品仲介業務を同行と協働して展開し、東海東京証券

株式会社の提供する外国証券、仕組債等の商品を同行が取り扱っております。

さらに、本年４月より、ほけんの窓口グループ株式会社との業務提携により、東海東京証券株式会社の

新浦安支店内に専用カウンターを設置し、保険相談サービス業務を開始いたしました。

なお、東海東京証券株式会社は、本年４月27日付で、会社分割の方法により、本年９月３日をもって、東

海東京証券株式会社の横浜支店における金融商品取引業を、当社と株式会社横浜銀行との合弁会社であ

る浜銀ＴＴ証券株式会社に承継する吸収分割契約を締結いたしました。
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システム面では、平成22年４月の東海東京証券株式会社とトヨタファイナンシャルサービス証券株式

会社との合併以降、両社のシステムが並行運用となっておりましたが、本年１月にシステムを統合いたし

ました。これにより、東海東京証券株式会社では、お客様へのサービス向上とともに、コスト削減と業務効

率化を図ってまいります。

アライアンス(戦略的提携)戦略では、当社と株式会社西日本シティ銀行との合弁会社である西日本シ

ティＴＴ証券株式会社において小倉サテライトブース(昨年５月)、久留米支店(同６月)及び飯塚支店(同

11月)を新設いたしました。また、浜銀ＴＴ証券株式会社において溝口支店(同10月)及びコンサルティン

グブース鎌倉(同11月)を新設いたしました。

当社グループでは、本年４月１日付で機構改革を実施いたしました。特に東海東京証券株式会社では、

リテール営業本部及び投資銀行本部を廃止し、リテールのお客様と法人のお客様を一体で担当する中部、

東日本、西日本の地域別に本部を設置したほか、インターネット取引やコールセンター取引を主とするダ

イレクトチャネル本部の設置等、本年４月からの新経営計画「Ambitious ５(アンビシャス ファイブ)」

(平成24年４月～平成29年３月)に向けた組織へ変更いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の営業収益は526億31百万円(前年度比100.4％)、純営業収益は507億56百

万円(同99.9％)、販売費及び一般管理費は473億92百万円(同99.4％)となり、営業利益33億63百万円(同

108.9％)、経常利益50億77百万円(同105.6％)、当期純利益25億45百万円(同58.9％)となりました。

　

(受入手数料)

　

連結会計年度 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)

合計
(百万円)

前連結会計年度
自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

委託手数料 7,701 32 63 0 7,797

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

22 185 ― ― 208

募集・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の取扱手数料

5 6 11,468 ― 11,480

その他の受入手数料 86 29 4,470 1,388 5,974

合計 7,816 254 16,0021,38925,461

当連結会計年度
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

委託手数料 5,922 21 62 ― 6,006

引受け・売出し・特定投資家
向け売付け勧誘等の手数料

190 241 ― ― 431

募集・売出し・特定投資家向
け売付け勧誘等の取扱手数料

0 9 11,694 ― 11,704

その他の受入手数料 64 24 4,549 1,409 6,048

合計 6,178 296 16,3061,40924,191

　

当連結会計年度の受入手数料の合計は241億91百万円(前年度比95.0％)で内訳は次のとおりであり

ます。

①　委託手数料

東海東京証券株式会社の株式委託売買高は23億61百万株(同95.7％)、株式委託売買金額は１兆

1,847億円(同86.5％)と減少いたしました。この結果、当社グループの株式委託手数料は59億22百万

円(同76.9％)を計上し、委託手数料全体では60億６百万円(同77.0％)を計上いたしました。
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②　引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料

株式の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は、新規公開株式において主幹事

を獲得した銘柄があったことから１億90百万円(同834.0％)を計上いたしました。また、債券の引受

け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は２億41百万円(同130.0％)を計上し、引受け・

売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料全体では４億31百万円(同207.1％)を計上いたしま

した。

③　募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料

投資信託の募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は116億94百万円(同

102.0％)を計上し、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料全体では117億４百万

円(同102.0％)を計上いたしました。

④　その他の受入手数料

投資信託の代行手数料は45億49百万円(同101.8％)を計上いたしました。保険の取扱手数料５億70

百万円(同105.9％)等を加えたその他の受入手数料全体では60億48百万円(同101.2％)を計上いたし

ました。

　

(トレーディング損益)
　

連結会計年度
前連結会計年度

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

当連結会計年度
自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日

区分
実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

合計
(百万円)

実現損益
(百万円)

評価損益
(百万円)

合計
(百万円)

株券等トレーディング損益 8,679 177 8,857 7,445 1,911 9,357

債券・為替等トレーディング損益 12,988 2,064 15,05213,225 3,009 16,235

合計 21,668 2,241 23,90920,671 4,921 25,593

　

当連結会計年度の株券等トレーディング損益は、欧米株式を中心に外国株式の売買が前年度に引き

続き堅調であったことから93億57百万円(前年度比105.6％)の利益を計上いたしました。また、外貨建

債券や仕組債の売買を中心とした債券・為替等トレーディング損益でも162億35百万円(同107.9％)の

利益を計上いたしました。この結果、トレーディング損益の合計は255億93百万円(同107.0％)の利益を

計上いたしました。

　

(金融収支)

当連結会計年度の金融収益は28億46百万円(前年度比93.9％)となりました。一方、金融費用は18億75

百万円(同115.9％)となり、差引の金融収支は９億71百万円(同68.7％)の利益を計上いたしました。

　

EDINET提出書類

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)

有価証券報告書

 10/126



　

(販売費及び一般管理費)

当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、取引関係費が支払手数料の減少に加え、広告宣伝費や通

信・運送費を抑制したことから84億51百万円(前年度比91.7％)に、人件費は業績連動給与の減少等に

より227億８百万円(同98.9％)となりました。

　一方、事務費はシステム統合に係る一時費用を計上したことから58億３百万円(同115.8％)に、減価償

却費はシステム投資の増加等により28億２百万円(同102.9％)となりました。この結果、販売費及び一

般管理費は473億92百万円(同99.4％)となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは431億35百万円の支出(前連結会計年度は334億円の支出)となり

ました。これは有価証券担保貸付金が255億75百万円減少し収入となる一方で、トレーディング商品(資

産)が216億46百万円増加、トレーディング商品(負債)が124億64百万円減少、有価証券担保借入金が194億

９百万円減少、預り金が102億61百万円減少しそれぞれ支出となったことなどによります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得などにより14億69百万円の支出(前連結会

計年度は34億98百万円の支出)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等による収入などにより263億４百万円の収

入(前連結会計年度は394億52百万円の収入)となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物は183億94百万円減少し、当連結会計年度末の残高は433億30百万円と

なりました。

なお、当社グループは金融機関との間に、総額380億円(平成24年３月31日現在)のコミットメントライ

ン契約を締結しております。
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(3) トレーディング業務の概要

①　トレーディング商品

当連結会計年度末日のトレーディング商品の残高は次のとおりです。
　

区分
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部の
トレーディ
ング商品

商品有価証券等 (百万円) 172,240 181,580

　株券 (百万円) 7,473 9,487

　債券 (百万円) 157,443 157,937

　受益証券 (百万円) 7,161 13,994

　その他 (百万円) 162 160

デリバティブ取引 (百万円) 4,583 16,890

　オプション取引 (百万円) 2,927 15,193

　先物取引 (百万円) 91 2

　スワップ取引 (百万円) 1,514 1,491

　為替予約取引 (百万円) ― 143

　為替証拠金取引 (百万円) 49 59

合計 (百万円) 176,823 198,470

負債の部の
トレーディ
ング商品

商品有価証券等 (百万円) 121,188 99,190

　株券 (百万円) 17,411 17,348

　債券 (百万円) 103,202 81,801

　受益証券 (百万円) 574 41

デリバティブ取引 (百万円) 2,457 11,990

　オプション取引 (百万円) 2,009 11,732

　先物取引 (百万円) 15 135

　スワップ取引 (百万円) 119 122

　為替予約取引 (百万円) 313 ―

合計 (百万円) 123,646 111,181

　

②　トレーディングのリスク管理

トレーディングのリスク管理の状況については「第５経理の状況」の「１連結財務諸表等」の注記事

項(金融商品関係)に記載しております。

　

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

　(1) 経営３ヵ年計画「TT Revolution」(平成21年４月～平成24年３月)

当社グループは、平成21年４月より経営３ヵ年計画「TT Revolution」をスタートさせ、『プレミアハウ

ス』のセカンドステージとして、厳しい経済・競争環境下でも勝ち残れる、証券会社を中核とする金融サー

ビスグループへの更なる進化を目指してまいりました。

具体的な数値目標として、①預かり資産６兆円(連結・持分法適用会社含む。)、②連結ＲＯＥ10％以上、を

掲げるとともに、これらの達成に向けたキー・サクセス・ファクター(成功要因)として以下の５点を設定

し取組んでまいりました。数値目標につきましては、計画期間中に市況悪化の影響を大きく受けたこともあ

り、いずれも未達成となりましたが、キー・サクセス・ファクターにつきましては、以下の通り様々な成果

を上げることができました。

ⅰ　成長性 : 株式会社西日本シティ銀行との提携による西日本シティＴＴ証券

株式会社の開業、株式会社中京銀行との金融商品仲介業務の展開、

インドのレリゲア・エンタープライズとの提携等を実現いたしま

した。

ⅱ　生産性 : 若手社員の生産性の向上、不採算部門の見直し及び改善、営業戦力

の強化等を実施いたしました。

ⅲ　カスタマーロイヤルティ : 東海東京証券株式会社全店でカスタマーロイヤルティの目標を掲

げ、その目標に向けて実践したほか、お客様アンケートを実施し、

その分析結果を営業活動に反映いたしました。

ⅳ　コミュニケーション : 株主様、お客様、地域社会、従業員等様々なステークホルダーに対

し、広報・ＩＲ活動、セミナー等を通じた多面的なコミュニケー

ション施策の実施により、企業価値・組織力の向上を図りました。

ⅴ　スーパーコミュニティ

ハウス

: 店舗ネットワークの充実、中部地区に代表される地域イベントへ

の協賛、各種セミナーの開催、前述の地方銀行とのアライアンスに

よる地元に密着した営業の推進等により、それぞれの地域のお客

様とのつながりの強化を図りました。

　
(2) 新経営計画「Ambitious ５(アンビシャス ファイブ)」(平成24年４月～平成29年３月)

当社グループでは、経営３ヵ年計画「TT Revolution」が平成24年３月をもって終了したことに伴い、平

成24年４月より、新経営計画「Ambitious ５」をスタートさせました。「Ambitious ５」では、引き続き中

部地域を中核とし、各地域の基盤強化に努めるほか、「TT Revolution」で培った証券ビジネスに必要なイ

ンフラや機能等を一段と発展・活用し、新たなステージのビジネスモデルを確立することにより、

「Leading Player in ASIA(リーディング プレイヤー イン アジア)」を目指します。

ⅰ　Community & the Middle

(戦略的地域・顧客への特化)

: 各地域の特性にあった営業戦略を立案し、基盤拡大につなげると

ともに、ホームマーケットとして中部地区での圧倒的な存在感の

確立を目指します。また、より重点を置くお客様のターゲットをザ

・ミドル(中堅法人、オーナー)、ザ・クラス(富裕層)とし、その開

拓と拡大に注力いたします。
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ⅱ　Alliance & Platform

(事業基盤の積極拡大)

: これまでのアライアンス戦略で培ったプラットフォーム(証券ビ

ジネスに必要なインフラや機能等)をさらに拡大・充実させ、新た

なアライアンス先との合弁会社、買収先、同業他社等に提供するこ

とにより、グループ又は親密先としての囲い込みを行い、商品供給

の拡大を通じて、グループ全体の基盤と収益の拡大を図ります。

ⅲ　Expertise

(専門的ノウハウ)

: 営業員のスキルアップや営業員をサポートする体制の整備を図る

とともに、独自商品の開発力を向上させ、商品の競争力を一段と強

化いたします。また、相続、事業承継等お客様の課題解決につなが

る提案力を強化いたします。

ⅳ　Humanity

(人間味溢れる企業)

: チームワークを重視した新たな営業体制(チーム制、チーム評価制

度)を導入するほか、ダイバーシティ(多様なバックグラウンドを

持つ人材の活用)を推進することにより、人間味溢れる企業風土を

醸成いたします。また、社員個人が自立して個性を磨く・伸ばすこ

とに対して、環境整備・研修支援等により強力にバックアップし、

個々の成長した能力を最大限活かします。

ⅴ　Risk Management

(危機対応力の強化)

: リスク管理、コンプライアンス態勢、財務基盤をさらに強化するこ

とで、様々なリスクに対応できる体制を整備いたします。

　

(3) 電力不足に対する取組み

原子力発電所の停止に伴い、電力需要が多い夏季及び冬季において、一部の電力会社の管内で節電が求

められましたが、策定した節電計画に真摯に取組むことにより、節電目標を達成いたしました。

引き続き節電に取組むことにより、電力消費の抑制に努めてまいります。

　
平成24年度からは、新経営計画「Ambitious ５」に基づき経営を推進することにより、一層の企業価値の

向上に努めてまいります。
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（当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針）

(1) 基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社及び子会社の企業価値の源泉を理解

し、当社及び子会社の企業価値ひいては株主共同の利益(以下、「当社及び子会社の企業価値等」とい

う。)を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。

取締役会は、取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社及び子会社

の企業価値等に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配

権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべき

ものと考えております。しかしながら、株式の大量買付行為((2)において定義する。以下、同じ。)の中に

は、その目的等から見て、対象会社の企業価値等に資さないものも少なくありません。

当社及び子会社における企業価値の源泉は、証券業及び証券関連業務において永年にわたり蓄積して

きた商品やサービス、金融市場等についての高度な専門知識と豊富な経験及び当社及び子会社をとりま

く国内外のあらゆるステークホルダーの皆様との長期的信頼関係であると考えております。当社は、前記

のような濫用的な買収に対して、必要かつ相当な対抗手段を講ずることにより、このような当社及び子会

社の企業価値等を確保する必要があると考えております。

また、当社は、基本方針の実現に資するための取組みとして、平成21年度より、厳しい経済・競争環境下

でも勝ち残れる、証券会社を中核とする金融サービスグループへの更なる進化を目指して、経営３ヵ年計

画「TT　Revolution」を策定し、実行してまいりました(平成24年度より、新経営計画「Ambitious ５」を

スタートいたしました。)。

さらに、基本方針の実現に資する取組みとしては、コーポレート・ガバナンスの充実も重要と考え、取

締役会を日常業務を遂行する執行取締役とそれ以外の非執行取締役(社外取締役)で構成するとともに、

意思決定の迅速化を図るために執行役員制度を導入するなど、「経営と執行の分離」を図っております。

また、内部監査は、取締役会の諮問機関として設置した社外取締役を委員長とする監査委員会が行ってお

り、社外取締役による業務執行状況のチェックが機能しやすい体制を構築しております。監査役会は社外

監査役３名を含む５名で構成され、監査役は取締役会に出席するほか、常勤監査役は各種会議等に参加し

て必要に応じて意見を述べているなど、監査役が十分な経営チェックを行える体制となっております。

(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み

「当社株式の大量買付行為に関する対応策」(以下、「本プラン」という。)は、当社が発行者である株

券等について、(a)大量買付行為を行おうとする者(以下、「大量買付者」という。)の株券等保有割合が

20％以上となる当該株券等の取得、(b)大量買付者の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合

との合計が20％以上となる当該株券等の取得、(c)当社の他の株主が、大量買付者の共同保有者に該当し、

その結果、当該大量買付者の株券等保有割合が20％以上となるような行為((a)乃至(c)を総称して以下、

「大量買付行為」という。)を対象といたします。

本プランは、当社及び子会社の企業価値等を確保・向上させることを目的として、当社の株券等の大量

買付行為が行われる場合に、 (a)大量買付者に対し必要かつ十分な情報の事前提供を要請し、(b)当社経

営陣が情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、(c)株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等

の提示や、大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めております。
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大量買付者が本プランにおいて定められた手続に従わないなど、当社及び子会社の企業価値等を著し

く損なうと判断される場合には、当社は、対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で

割り当てます。

本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)には、(a)大量買付者及

びその関係者による行使を禁止する行使条件、(b)当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及び

その関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されておりますが、大

量買付者からその他の財産の交付と引換えに新株予約権を取得することができる旨の条項は、採用して

おりません。

本新株予約権の無償割当が実施された場合、当該大量買付者等の有する議決権の当社の総議決権に占

める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。

本プランによるルールに従って一連の手続が遂行されたかどうか、また当社及び子会社の企業価値等

の確保又は向上のために必要かつ相当な対抗措置を発動するかどうかについては、取締役会が最終的な

判断を行います。その判断の客観性、合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した組織と

して独立委員会を設置しております。取締役会は、本プランに定められた対抗措置の発動に関する決議に

際しては、必ず独立委員会による勧告手続を経なければならず、かつ同勧告を最大限尊重しなければなり

ません。

独立委員会は、社外監査役又は社外の有識者のいずれかに該当する者から、取締役会が選任する３名以

上の委員により、構成されるものです。独立委員会は、大量買付者、当社の取締役、監査役、従業員等に対し

独立委員会への出席及び説明を要求することができ、取締役会からの諮問事項について審議・決議して、

取締役会に対し勧告を行います。なお、この勧告は、公表されるものとします。

(3) 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではないこ

と、会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由

①　会社の支配に関する基本方針に沿うものであること

本プランは、大量買付者に必要かつ十分な情報を取締役会に事前に提供すること、一定の評価期間が経

過した後にのみ大量買付行為を開始することを求め、当社所定のルールを遵守しない大量買付者には対

抗措置を講じることとしております。

また、ルールが遵守された場合でも、大量買付行為により当社及び子会社の企業価値等が損なわれると

判断される場合は、大量買付者に対し対抗措置を講じることとしていることから、本プランは会社支配に

関する基本方針に沿うものであると考えております。

②　株主共同の利益を損なうものではないこと

本プランは、株主の皆様が大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や取締役会の意

見の提供、代替案の提示を受ける機会を確保して、適切な投資判断を行うことを可能とするものであるこ

とから、株主共同の利益に資するものと考えております。

さらに、本プランの発効は株主総会の承認によるものであり、本プランの有効期間の満了前であって

も、株主総会の決議により本プランを廃止できることからも、本プランは当社株主の共同の利益を損なう

ものではないと考えております。
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③　会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと

本プランは、対抗措置の発動に関する合理的な客観的要件が設定されていること、対抗措置の発動に際

しては必ず独立委員会の判断を経ることを要し、取締役会は同委員会の勧告を最大限尊重するものであ

ること、などにより、その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされており、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではありません。

④　デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハン

ド型買収防衛策ではありません。

また、本プランは、取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないために発動の阻止に時間がか

かる、いわゆるスローハンド型買収防衛策でもありません。　
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３ 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を与える可能性がある事業等のリスクは、以下のとお

りであります。なお、将来に関する事項は有価証券報告書提出日(平成24年６月27日)現在において当社グ

ループが判断したものであり、現時点では確認できていないリスクや現在は重要でないと考えられるリ

スクも当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。

(1) 市場の縮小及び相場の変動に伴うリスクについて

当社グループは金融商品取引業を主たる事業としているため、国内外の経済状況の影響を受けやすく、

景気後退などによる証券投資への需要の減少及び有価証券等の価格変動は当社グループの財政状態及び

業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 法的規制に伴うリスクについて

当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、その業務の種類に応じて法令・諸規則の規制を

受けております。国内では、東海東京証券株式会社を含む第一種金融商品取引業者は、金融商品取引法及

び金融商品取引業等に関する内閣府令により所定の自己資本規制比率を維持することが求められてお

り、万が一、定められた自己資本規制比率を下回った場合には業務停止等を命じられる可能性がありま

す。また、近年の法的規制の緩和により、他業種からの参入が容易になり競争が激化する一方で、取扱商品

の多様化が進んできております。当社グループはこのような状況のなかで、従来と変わらぬ競争力を維持

できるものと考えておりますが、法的規制の改正・解釈の変更に伴い、より強力な競合先の出現や販売商

品の制限が生じた場合、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 取引先または発行体の信用力悪化に伴うリスクについて

当社グループの取引先が決済を含む債務不履行に陥った場合、また、当社グループが保有する有価証券

の発行体の信用状況が著しく悪化した場合には、元本の毀損や利払いの遅延等により損失をこうむる可

能性があります。

(4) 営業基盤に関するリスクについて

当社グループの主たる子会社である東海東京証券株式会社の営業店舗網及び営業基盤は東海地区及び

関東地区を主力としており、これら地区のインフラに重大な影響を及ぼす災害等が発生した場合、当社グ

ループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 資金調達環境の悪化に伴うリスクについて

当社及び東海東京証券株式会社は外部の格付会社から格付を取得しております。当社及び東海東京証

券株式会社の業績悪化等により格付が引き下げられた場合、必要資金の確保に際し、通常よりも著しく高

い金利での資金調達を余儀なくされること等により財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

(6) システムリスク及びその他のオペレーショナルリスクについて

当社グループが業務上使用するコンピュータシステムや回線において、プログラム障害、外部からの不

正アクセス、災害や停電等が原因となる障害が発生した場合、その規模によっては当社グループの業務に

支障が生じるだけでなく、社会的信用が低下するなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼ

す可能性があります。

　また、当社グループの役職員が事故・不正等を起こすこと、あるいは正確な事務処理を怠ることによっ

て損失が発生した場合にも業務遂行に支障が生じるだけでなく、法令違反があった場合は、監督官庁から

行政処分を課される可能性もあり、社会的信用が低下するなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影

響を及ぼす可能性があります。

(7) 情報セキュリティーに係るリスクについて

不正な手段や過失等により顧客情報等が流出した場合、当社グループの業務に支障が生じるだけでな

く、損害賠償の請求や社会的信用が低下するなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可
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能性があります。

(8) 災害等に関するリスクについて

地震・台風等の大規模な自然災害の発生、これらの事象に伴う停電その他の障害の発生、又は病原性感

染症の感染拡大等により、当社グループの事業の縮小を余儀なくされた場合、当社グループの財政状態及

び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

　

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。
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６ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成24年６月27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) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計の基準に基づ

き作成しております。連結財務諸表の作成にあたり、経営者は決算日における資産・負債の報告数値及び

偶発債務の開示並びに報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積りを行わなければな

りません。また、経営者は退職金、投資、法人税等に関して、過去の実績や状況に応じ合理的と考えられる

方法により見積り及び判断をしておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの

見積りと異なる場合があります。

当社は特に以下の重要な会計方針が、当社グループの連結財務諸表の作成において用いられる判断と

見積りに大きな影響を及ぼすと考えております。

① 退職給付費用

従業員(執行役員を除く。)に係る退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づ

いて算出されております。これらの前提条件には割引率、退職率、昇給率、直近の統計数値に基づいて算

出される死亡率及び年金資産の期待収益率などが含まれております。当社グループの退職年金制度に

おいては、割引率は期末における安全性の高い長期の債券の利回りにより、退職率は直近３年間の実績

に基づき、それぞれ算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合又は前提条件が変更され

た場合は、その影響は累積され、一般的には将来期間において認識される費用及び債務に影響を及ぼし

ます。

② 投資の減損

当社グループは、長期的な取引関係維持のため、特定の取引先の株式を所有しております。これらの

株式には価格変動性の高い公開会社の株式と、価格の決定が困難である非公開会社の株式が含まれて

おります。当社グループは投資価値の下落が一時的ではないと判断した場合、「金融商品に関する会計

基準」に基づき減損処理を行っております。公開会社の株式については、株式の時価が、一定期間継続

して取得原価を30％以上下回り続けたとき下落が一時的でないと判断します。非公開会社の株式につ

いては、１株当たり純資産額が取得原価の50％以下となった場合に減損処理を行います。

将来の市況悪化又は投資先の業績不振により、現在の簿価に反映されていない損失又は簿価の回収

不能が生じた場合、減損処理が必要となる可能性があります。

③ 繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について回収可能性が高いと考えられる金額へ減額するために評価

性引当金を計上しております。評価性引当金の必要性を評価するにあたっては、将来の課税所得の発生

及び税務計画を検討いたします。当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、業績変動の幅が

大きく、長期にわたる課税所得の発生を予測することが困難でありますが、策定した経営計画の期間以

内の一定期間を、将来の課税所得の見積り期間としておりますので、翌事業年度以降の課税所得の発生

見積りによって、評価性引当金が増減し、繰延税金資産の調整額が発生いたします。
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(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

① 概要

当連結会計年度(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)は、昨年５月以降、東日本大震災で寸

断されたサプライチェーンの早期復旧によりやや持ち直しましたが、夏場以降は、新興国の金融引き締

め、円高の進行、タイの洪水等のほか、欧州債務危機の深刻化により減速懸念が強まりました。その後、

年末から年明けにかけての内需持ち直しに加え、本年２月には、日銀による追加の量的緩和が行われた

ことや、欧州債務危機に対する不安が一時期に比べ和らいだこともあり、先行きに明るさが見え始めま

した。株式市場は、夏場以降軟調に推移いたしましたが、日銀による追加の量的緩和発表により円高修

正と株高が進行し、10,083円で年度末を迎えました。　

このような環境のなか、当連結会計年度の営業収益は前年度比0.4％増加し526億31百万円、金融費用

を差し引いた純営業収益は前年度比0.1％減少し507億56百万円となりました。純営業収益から販売費

及び一般管理費を差し引いた営業利益は前年度比8.9％増加し33億63百万円に、経常利益は前年度比

5.6％増加し50億77百万円となりました。　

当期純利益は前年度比41.1％減少の25億45百万円となりました。これは、前年度の法人税、住民税及

び事業税額が繰越欠損金等により大幅に軽減されていたことによるものです。また、1株当たり当期純

利益は９円45銭(前年同期は15円50銭)となりました。　

② 受入手数料

当連結会計年度の委託手数料は、前年度比23.0％減少し60億６百万円となりました。このうち株式委

託手数料は、東海東京証券株式会社において個人投資家の日本株式売買代金が低調に推移したことな

どから、前年度比23.1％減少し59億22百万円となりました。　

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料のうち株券の引受け・売出し・特定投資家

向け売付け勧誘等の手数料は、新規上場会社数が前年度と比べて増加する中で新規公開株式の主幹事

を獲得した銘柄があったことから、前年度比8.3倍の１億90百万円を計上いたしました。また、債券の引

受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料は前年度比1.3倍の２億41百万円となり、引受け

・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料全体では前年度比2.1倍の４億31百万円となりまし

た。

受益証券の募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、前年度比2.0％増加し116

億94百万円となり、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料全体では前年度比2.0％

増加し117億４百万円となりました。　

その他の受入手数料の受益証券の代行手数料は、前年度比1.8％増加となる45億49百万円となりまし

た。受益証券の代行手数料に保険の取扱手数料５億70百万円(前年度比5.9％増加)等を加えた、その他

の受入手数料全体では前年度比1.2％増加し60億48百万円となりました。

以上の結果、当連結会計年度の受入手数料の合計は、前年度比5.0％減少し241億91百万円となり、商

品別の受入手数料は株券が前年度比21.0％減少し61億78百万円、債券が前年度比16.8％増加し２億96

百万円、受益証券が前年度比1.9％増加し163億６百万円、その他が前年度比1.5％増加し14億９百万円

となりました。
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③ トレーディング損益

当連結会計年度のトレーディング損益は、欧米株式を中心に外国株式の売買が引き続き堅調であっ

たことから、株券等トレーディング損益は前年度比5.6％増加し93億57百万円の利益の計上となりまし

た。また、外貨建債券や仕組債の販売を中心とした債券・為替等トレーディング損益は前年度比7.9％

増加し162億35百万円の利益を計上いたしました。

以上の結果、トレーディング損益は前年度比7.0％増加し255億93百万円の利益となりました。　

④ 販売費及び一般管理費

当連結会計年度の取引関係費は、合弁証券会社の外国債券販売に対する支払手数料が減少したこと

に加え、広告宣伝費や通信・運送費を抑制したことから前年度比8.3％減少し84億51百万円となりまし

た。また、人件費は業績連動給与の減少等により前年度比1.1％減少し227億８百万円となりました。

一方、事務費は東海東京証券株式会社と旧トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社の合併後、

トヨタ事業本部が使用していた勘定系システムを本年1月に統合したことに係る一時費用を計上した

ことから前年度比15.8％増加し58億３百万円となりました。また、減価償却費はシステム投資の増加等

から前年度比2.9％増加し28億２百万円となりました。　

以上の結果、販売費及び一般管理費は前年度比0.6％減少し473億92百万円となりました。

⑤ その他

当連結会計年度の主な営業外収益は、持分法による投資利益が前年度比1.0％増加し３億57百万円と

なる一方、受取家賃が前年度比0.3％減少し９億50百万円に、受取配当金が前年度比9.3％減少し４億７

百万円となりました。　

また、当連結会計年度の主な特別損益は、特別利益に投資有価証券を退職給付信託へ追加拠出(追加

設定額545百万円)したことに伴う退職給付信託設定益１億87百万円を計上し、特別損失に当社及び子

会社が保有している有価証券に係る有価証券評価減４億90百万円を計上しております。

　
(3) 財政状態

資産の部では、流動資産のうちトレーディング商品(資産)が前年度末比216億46百万円増加し1,984

億70百万円に、約定見返勘定(資産)が前年度末比267億72百万円増加し285億20百万円となりましたが、

現金及び預金が前年度末比185億41百万円減少し437億１百万円に、信用取引資産が前年度末比56億11

百万円減少し244億５百万円に、有価証券担保貸付金が前年度末比352億９百万円減少し2,788億62百万

円に、短期差入保証金が前年度末比67億52百万円減少し63億26百万円となりました。　

負債の部では、流動負債のうち短期借入金が前年度末比314億12百万円増加し2,182億46百万円とな

りましたが、トレーディング商品(負債)が前年度末比124億64百万円減少し1,111億81百万円に、有価証

券担保借入金が前年度末比290億44百万円減少し1,431億26百万円に、預り金が前年度末比102億79百万

円減少し142億42百万円となりました。　

純資産の部では、自己株式の取得を行ったことにより自己株式が前年度末比29億85百万円増加(純資

産は減少)し44億２百万円となりました。
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以上の結果、当連結会計年度末の総資産は前年度末比231億59百万円減少し6,412億16百万円に、負債

合計は前年度末比204億４百万円減少し5,309億56百万円となり、純資産合計は前年度末比27億55百万

円減少し1,102億59百万円となりました。また、当連結会計年度末の自己資本比率は17.1％(前年度末は

17.0％) となり、１株当たり純資産額は416円51銭(前年度末は407円26銭)となりました。

　
(4) 流動性及び資金の源泉

① キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が334億円のキャッシュを支出したのに対し

て431億35百万円のキャッシュの支出となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が47億69百

万円の黒字となりましたが、トレーディング商品(資産)が216億46百万円増加し、トレーディング商品

(負債)が124億64百万円減少しそれぞれ支出となり、有価証券担保貸付金が255億75百万円減少し収入

となる一方で、有価証券担保借入金が194億９百万円減少し支出となり、預り金が102億61百万円減少し

支出となったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が34億98百万円のキャッシュを支出したの

に対して14億69百万円のキャッシュの支出となりました。これは主に、店舗の新設・統合に伴う新規設

備投資等により有形固定資産の取得による支出が３億57百万円、システム統合に伴うソフトウェアの

新規取得等より無形固定資産の取得による支出が12億74百万円となったことによるものです。　

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が394億52百万円のキャッシュの収入に対し

て263億４百万円のキャッシュの収入となりました。これは主に、金融機関借入金の期末残高の増加に

より短期借入金の純増減額が314億16百万円増加し収入となった一方で、配当金の支払額が21億72百万

円、自己株式の取得による支出が29億82百万円となったことによるものです。

以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は183億94百万円減少し433億30百

万円となりました。

② 資金需要

当社グループの運転資金の主なものは、株式及び債券を自己の計算により売買を行うために要する

資金、顧客が行う信用取引に対し資金を貸し付ける業務及び人件費・不動産関係費など販売費及び一

般管理費に係るものであります。

なお、当社グループは金融機関との間に、総額380億円(平成24年３月31日現在)のコミットメントラ

イン契約を締結しております。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

　当連結会計年度において、主に金融商品取引業関連のシステム投資に伴いソフトウェア1,183百万円を

新規取得しております。

　

２ 【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は以下のとおりであります。

(提出会社)
平成24年３月31日現在

事業所名 所在地

建物及び
構築物
帳簿価額
(百万円)

土地 合計
帳簿価額
(百万円)

従業員数
（名）

摘要
(保有又は
賃借)

帳簿価額
(百万円)

面積
(㎡)

本店 　
東京都
中央区

― ― ― ― 65
賃借
(注)２

　
(国内子会社)

平成24年３月31日現在

会社名(店舗名) 所在地

建物及び
構築物
帳簿価額
(百万円)

土地 合計
帳簿価額
(百万円)

従業員数
（名）

摘要
(保有又は
賃借)帳簿価額

(百万円)
面積
(㎡)

東海東京証券株式会社 　 　 　 　 　 　 　

本店
名古屋市
中村区

196 ― ― 196 229賃借

東京本部
東京都
中央区

213 ― ― 213 202賃借

東京本部別館
東京都
中央区

120 ― ― 120 287賃借

渋谷支店
東京都
渋谷区

26 ― ― 26 42賃借

名古屋支店
名古屋市
中区

63 ― ― 63 86賃借

大阪支店
大阪市
中央区

15 ― ― 15 75賃借

宇都宮証券株式会社
栃木県
宇都宮市他

132 2192,166.74352 79
保有・
賃借

東海東京アセットマネジメン
ト株式会社

東京都
中央区

0 ― ― 0 17
賃借
(注)２

東海東京ＳＷＰコンサルティ
ング株式会社

名古屋市
中村区

0 ― ― 0 6
賃借
(注)２

東海東京インベストメント
株式会社

東京都
中央区

― ― ― ― 5
賃借
(注)２

株式会社東海東京調査
センター

東京都
中央区他

― ― ― ― 48
賃借
(注)２

東海東京アカデミー
株式会社

東京都
中央区他

1 ― ― 1 12
賃借
(注)２

東海東京サービス株式会社
名古屋市
千種区他

187 3531,578.52540 12
保有・
賃借
(注)２

東海東京ビジネスサービス
株式会社

東京都
中央区

0 ― ― 0 31
賃借
(注)２
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 (注) １　賃借物件の場合、建設工事のみを資産計上しております。

２　東海東京証券株式会社から賃借しております。

３　従業員数には歩合外務員、臨時従業員及び派遣社員は含んでおりません。

　

(在外子会社)

平成24年３月31日現在

会社名 所在地

建物及び
構築物
帳簿価額
(百万円)

土地 合計
帳簿価額
(百万円)

従業員数
摘要

(保有又は
賃借)帳簿価額

(百万円)
面積
(㎡)

東海東京証券香港
中国
香港

0 ― ― 0 14賃借

東海東京証券ヨーロッパ
英国
ロンドン市

0 ― ― 0 6 賃借

東海東京証券アメリカ
米国
ニューヨー
ク市

― ― ― ― 1 賃借

東海東京シンガポール シンガポール 5 ― ― 5 7 賃借

(注)　賃借物件の場合、建設工事のみを資産計上しております。

　
３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

　該当事項はありません。

　

なお、「設備の状況」に記載の金額については、消費税等を含んでおりません。
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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 972,730,000

計 972,730,000

　
② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成24年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年６月27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 280,582,115280,582,115

東京証券取引所
市場第一部
大阪証券取引所
市場第一部
名古屋証券取引所
市場第一部

権利内容になんら限定のない、
当社における標準となる株式で
あります。
なお、単元株式数は1,000株であ
ります。

計 280,582,115280,582,115― ―

　
(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。
　

①　第１回新株予約権

平成21年６月26日定時株主総会決議、平成21年８月24日取締役会決議

　
事業年度末現在
(平成24年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成24年５月31日)

新株予約権の数(個) 641(注)１ 641(注)１

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 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 641,000(注)１ 641,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり358(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成23年９月１日
～平成26年８月31日

同左

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

発行価格    442
　　　資本組入額  221(注)３

同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

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、当社の取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

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

― ―
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(注) １　新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とす

る。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式

併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次

の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式

数の調整を行うことができる。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式１株当

たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割又は併合の比率

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処

分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価

額の調整を行い、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 ×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分す

る当社の普通株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の

調整を行うことができる。

３　①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

はその端数を切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４　①　新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又

は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社へ

の出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに会社都

合による退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。

②　新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約

権を行使することはできないものとする。

イ　当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による

辞任・退職の場合。

ロ　禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ　破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処

分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ　本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ　「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③　新株予約権者が本契約の締結後本新株予約権の権利行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者

の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者

の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日

を含む。)から６ヶ月間(本新株予約権の権利行使期間の末日までとする。)に限り本新株予約権を行使す

ることができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を

申し出た場合は、この限りではない。

④　新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと

し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤　権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥　本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
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②　第１回第２号新株予約権

平成21年６月26日定時株主総会決議、平成21年12月21日取締役会決議

　
事業年度末現在
(平成24年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成24年５月31日)

新株予約権の数(個) 100(注)１ 100(注)１

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 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 100,000(注)１ 100,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり378(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成24年１月１日
～平成26年12月31日

同左

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

発行価格  　465
　　　資本組入額  232(注)３

同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

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、当社の取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

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

― ―

(注) １　新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とす

る。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式

併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次

の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式

数の調整を行うことができる。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式１株当

たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割又は併合の比率

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処

分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価

額の調整を行い、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 ×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分す

る当社の普通株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の

調整を行うことができる。

３　①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

はその端数を切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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４　①　新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又

は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社へ

の出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに会社都

合による退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。

②　新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約

権を行使することはできないものとする。

イ　当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による

辞任・退職の場合。

ロ　禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ　破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処

分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ　本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ　「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③　新株予約権者が本契約の締結後本新株予約権の権利行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者

の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者

の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日

を含む。)から６ヶ月間(本新株予約権の権利行使期間の末日までとする。)に限り本新株予約権を行使す

ることができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を

申し出た場合は、この限りではない。

④　新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと

し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤　権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥　本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

　

③　第２回新株予約権

平成22年６月29日定時株主総会決議、平成22年12月20日取締役会決議

　
事業年度末現在
(平成24年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成24年５月31日)

新株予約権の数(個) 853(注)１ 853(注)１

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 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 853,000(注)１ 853,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり332(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成25年２月１日
～平成28年１月31日

同左

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

発行価格  　400
　　　資本組入額  200(注)３

同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

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、当社の取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

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

(注)６ 同左

(注) １　新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とす

る。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式

併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次

の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
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上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式

数の調整を行うことができる。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式１株当

たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割又は併合の比率

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処

分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価

額の調整を行い、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 ×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分す

る当社の普通株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の

調整を行うことができる。

３　①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

はその端数を切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４　①　新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又

は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社へ

の出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに会社都

合による退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。

②　新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約

権を行使することはできないものとする。

イ　当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による

辞任・退職の場合。

ロ　禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ　破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処

分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ　本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ　「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③　新株予約権者が本契約の締結後本新株予約権の権利行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者

の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者

の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日

を含む。)から６ヶ月間(本新株予約権の権利行使期間の末日までとする。)に限り本新株予約権を行使す

ることができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を

申し出た場合は、この限りではない。

④　新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと

し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤　権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥　本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

５　新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契

約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株

予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は

本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
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６　当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、

「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力

発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それ

ぞれの場合につき、「会社法」第236条第１項８号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合

に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類　

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継

後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間　

上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新

株予約権の行使期間」の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項　

上記「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」に準じて決定す

る。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額　

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予

約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じ

た額とする。

⑦　その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由　

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)５に準じて決定する。

⑧　譲渡による新株予約権の取得の制限　

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

　
④　第３回新株予約権

平成23年６月29日定時株主総会決議、平成23年９月26日取締役会決議

　
事業年度末現在
(平成24年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成24年５月31日)

新株予約権の数(個) 1,043(注)１ 1,043(注)１

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 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,043,000(注)１ 1,043,000(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり249(注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成25年10月１日
～平成28年９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)

発行価格  　302
　　　資本組入額  151(注)３

同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

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、当社の取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

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

(注)６ 同左
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(注) １　新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株とす

る。

なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式

併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて、次

の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付与株式

数の調整を行うことができる。

２　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式１株当

たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割又は併合の比率

また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処

分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使価

額の調整を行い、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 ×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分す

る当社の普通株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分価額」に読み替える。

上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の

調整を行うことができる。

３　①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたとき

はその端数を切り上げる。

②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４　①　新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社又

は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から他社へ

の出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並びに会社都

合(新株予約権者が有期の契約に基づく従業員(契約社員)である場合、会社都合とは当社又は当社の連結

子会社が契約更新をしないと一方的に申し出ることをいう。)による退職等正当な理由に基づきかかる地

位を喪失した場合はこの限りではない。

②　新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予約

権を行使することはできないものとする。

イ　当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による

辞任・退職の場合(新株予約権者が有期の契約に基づく従業員(契約社員)である場合、自己都合によ

る退職には契約更新の条件が折り合わず契約期間満了になる退職を含む。)。

ロ　禁固以上の刑に処せられた場合。

ハ　破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは仮処

分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。

ニ　本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。

ホ　「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。

③　新株予約権者が本契約の締結後本新株予約権の権利行使期間満了前に死亡した場合に限り、新株予約権者

の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、本新株予約権を承継する新株予約権者

の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日

を含む。)から６ヶ月間(本新株予約権の権利行使期間の末日までとする。)に限り本新株予約権を行使す

ることができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を希望しない旨を

申し出た場合は、この限りではない。

④　新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと

し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならない。

⑤　権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。

⑥　本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。

５　新株予約権の取得事由

吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかかる契

約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、本新株
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予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日に、当社は

本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

６　当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編(以下、

「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編行為の効力

発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それ

ぞれの場合につき、「会社法」第236条第１項８号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会社」という。)の

新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の

新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合

に限るものとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類　

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継

後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④　新株予約権を行使することができる期間　

上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新

株予約権の行使期間」の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項　

上記「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」に準じて決定す

る。

⑥　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額　

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予

約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じ

た額とする。

⑦　その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由　

上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)５に準じて決定する。

⑧　譲渡による新株予約権の取得の制限　

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。

　

(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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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21年12月29日(注) △5,000 280,582 ― 36,000 ― 9,000

(注)　会社法第178条の規定に基づく、自己株式の消却(平成21年12月21日取締役会決議)による減少であります。
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(6) 【所有者別状況】

平成24年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 69 36 385 112 3 16,49717,102 ―

所有株式数
(単元)

― 116,2472,97539,12130,565 8 89,955278,8711,711,115

所有株式数
の割合(％)

― 41.68 1.07 14.0310.96 0.00 32.26100.00 ―

(注) １　自己株式16,884,696株は「個人その他」に16,884単元、「単元未満株式の状況」に696株を含めて記載してお

ります。

　　なお、自己株式16,884,696株は、株主名簿記載上の株式数であり、平成24年３月31日現在の実保有残高は

16,883,696株であります。

２　「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。

　

(7) 【大株主の状況】

平成24年３月31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(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１－８－11 18,745 6.68

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２－27－２ 17,283 6.16

トヨタファイナンシャルサービ
ス株式会社

愛知県名古屋市西区牛島町６－１ 14,280 5.09

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 12,016 4.28

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２－11－３ 7,965 2.84

株式会社横浜銀行
(常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社)

神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１
(東京都中央区晴海１－８－12)

7,014 2.50

中央三井信託銀行株式会社
(常任代理人　日本トラスティ・
サービス信託銀行株式会社)

東京都港区芝３－33－１
(東京都中央区晴海１－８－11)

4,800 1.71

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 4,489 1.60

明治安田生命保険相互会社
(常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社)

東京都千代田区丸の内２－１－１
(東京都中央区晴海１－８－12)

4,406 1.57

ジェーピー　モルガン　チェース　
バンク　385166
(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)

125 LONDON WALL, LONDON, EC２Y ５AJ,　
UNITED　KINGDOM
(東京都中央区月島４－16－13)

3,545 1.26

計 ― 94,546 33.70

(注) １　上記のほか、当社が保有しております自己株式16,883千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合6.02％)

があります。

EDINET提出書類

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)

有価証券報告書

 34/126



　
２　当事業年度中において、シュローダー証券投信投資顧問株式会社及びその共同保有者であるシュローダー・イ

ンベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド、シュローダー・インベストメント・マ

ネージメント・リミテッドから当社株式を保有する旨の大量保有報告書の変更報告書が、平成24年３月19日

付(報告義務発生日 平成24年３月15日)で関東財務局長に提出されておりますが、当事業年度末において実質

所有株式数の確認が出来ないため、上記「大株主の状況」には含めておりません。

なお、大量保有報告書の内容は次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(％)

シュローダー証券投信投資顧問
株式会社

東京都千代田区丸の内１－８－３ 7,497 2.67

シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・ノースア
メリカ・リミテッド

英国 EC2V 7QAロンドン、グレシャム・スト
リート31

6,322 2.25

シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・リミテッ
ド

英国 EC2V 7QAロンドン、グレシャム・スト
リート31

2,912 1.04

　
３　中央三井信託銀行株式会社は、平成24年４月１日付で住友信託銀行株式会社及び中央三井アセット信託銀行株

式会社と合併し、三井住友信託銀行株式会社となっております。

　

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成24年３月31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
16,883,000

― 単元株式数1,000株

完全議決権株式(その他)
普通株式
261,988,000

261,988単元株式数1,000株

単元未満株式
普通株式

1,711,115
―

１単元(1,000株)未満の
株式

発行済株式総数 280,582,115 ― ―

総株主の議決権 ― 261,988 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権２個)含まれて

おります。

２　「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式が696株含まれております。

　
② 【自己株式等】

平成24年３月31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)
東海東京フィナンシャル・
ホールディングス株式会社

東京都中央区日本橋
３－６－２

16,883,000 ― 16,883,0006.02

計 ― 16,883,000 ― 16,883,0006.02

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

なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含まれております。
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、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。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

　
①　第97期定時株主総会における決議によるもの

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、使用人に対してス

トック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつ

き、平成21年６月26日開催の定時株主総会において決議されたものであります。

　
第１回新株予約権(平成21年８月24日取締役会決議)

決議年月日 平成21年６月26日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社の取締役２名、執行役員４名、従業員13名及び当社子会社の取締役３
名、執行役員・参与15名、従業員106名、合計143名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

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

─
　

　

　

第１回第２号新株予約権(平成21年12月21日取締役会決議)

決議年月日 平成21年６月26日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社子会社の執行役員・参与３名、従業員19名、合計22名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

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

─
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②　第98期定時株主総会における決議によるもの

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の社外取締役を除く取締役

・使用人に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に

委任することにつき、平成22年６月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。

第２回新株予約権(平成22年12月20日取締役会決議)

決議年月日 平成22年６月29日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社の取締役２名、執行役員７名、従業員８名及び当社子会社の取締役４
名、執行役員20名、従業員144名、合計185名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

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

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

　
③　第99期定時株主総会における決議によるもの

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の社外取締役を除く取締役

・使用人に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に

委任することにつき、平成23年６月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。

第３回新株予約権(平成23年９月26日取締役会決議)

決議年月日 平成23年６月29日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社の取締役２名、執行役員・参事８名、従業員９名及び当社子会社の取
締役５名、執行役員・参与21名、従業員139名、合計184名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

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

「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 　

会社法第155条３号及び会社法155条７号に基づく普通株式の取得

　
(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　
(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第３号に基づく普通株式の取得

① 平成23年６月20日開催の取締役会決議による取得の状況

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成23年６月20日)での決議状況
(取得期間 平成23年６月21日～平成23年９月定時
取締役会開催日(平成23年９月26日開催))

15,000,000 3,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ─ ─

当事業年度における取得自己株式 10,165,000 2,382,255,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 4,835,000 617,745,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 32.23 20.59

当期間における取得自己株式 ─ ─

提出日現在の未行使割合(％) 32.23 20.59

　
② 平成23年11月28日開催の取締役会決議による取得の状況

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成23年11月28日)での決議状況
(取得期間 平成23年11月29日～平成23年12月22日)

3,000,000 600,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ─ ─

当事業年度における取得自己株式 2,746,000 599,910,000

残存決議株式の総数及び価額の総額 254,000 90,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 8.47 0.01

当期間における取得自己株式 ─ ─

提出日現在の未行使割合(％) 8.47 0.01

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号に基づく普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式 19,119 4,742,378

当期間における取得自己株式 3,815 1,029,290

(注)　当期間における取得自己株式には、平成24年６月１日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含まれておりません。
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(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
　

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 ─ ─ ─ ─

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

─ ─ ─ ─

その他 3,367 825,183 ─ ─

(単元未満株式の買増し請求によ
り譲渡した取得自己株式)

(3,367) (825,183) (─) (─)

保有自己株式数 16,883,696 ― 16,887,511 ―

(注) １  当期間における取得自己株式の処理状況には、平成24年６月１日から本有価証券報告書提出日までの単元未

満株式の買増し請求により譲渡した取得自己株式の株式数は含まれておりません。

２　当期間における保有自己株式数には、平成24年６月１日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買

取り及び買増し請求による自己株式数の増減は含まれておりません。
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３ 【配当政策】

当社グループの主たる業務は金融商品取引業であり、金融商品取引業界の収益は市況動向による影響を

大きく受けやすいことから、利益配分にあたっては、内部留保の充実に努めるとともに、配当政策といたし

ましては、株主の皆様に対し、安定的かつ適切な利益還元を実施することを基本方針といたしております。

当社の毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、中間配当及び期末配当の年２回とし

ております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

上記基本方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金１株につき４円(普通配

当４円)とし、中間配当金４円と合わせて８円としております。この結果、当連結会計年度の連結配当性向は

84.7％、連結株主資本配当率は1.9％、また、当事業年度の配当性向は137.2％、株主資本配当率は2.1％とな

りました。

なお、今後の配当政策といたしましても、安定的かつ適切な利益還元を意識しながら、毎期の業績変化を

より反映したものといたす所存であります。

　

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

平成23年10月28日取締役会決議 1,065 4.00

平成24年６月27日定時株主総会決議 1,054 4.00

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期

決算年月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月

最高(円) 736 505 395 392 333

最低(円) 324 143 179 180 186

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成23年10月 11月 12月 平成24年１月 ２月 ３月

最高(円) 234 220 227 243 320 333

最低(円) 211 186 204 203 231 283

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

代表取締役

 
取締役社長
最高経営
責任者
 

― 石　田　建　昭 昭和21年１月２日生

昭和43年４月

平成４年４月

平成６年６月

平成８年６月

平成10年６月

平成13年４月

平成14年４月

平成15年４月

平成16年５月

平成16年６月

平成17年３月

平成18年６月

株式会社東海銀行入行

欧州東海銀行頭取

株式会社東海銀行取締役

同行常務取締役

東海投信投資顧問株式会社取締役社長

欧州東海銀行会長

ＵＦＪインターナショナル会長

同社社長

当社顧問

当社取締役副社長

当社取締役社長

当社代表取締役社長　最高経営責任者

(現任)

(重要な兼職の状況)

東海東京証券株式会社代表取締役会長

　最高経営責任者CEO(現任)

(注)３ 208

代表取締役
 
取締役専務
執行役員

戦略事業
グループ
担任

飯　島　正　行 昭和24年３月５日生

昭和48年４月

平成11年10月平

成14年８月

平成15年９月

平成17年10月

 

平成18年11月

 

平成20年11月

 

平成21年５月

 

平成21年11月

 

 

平成22年４月

 

平成23年６月

 

平成24年４月

 

平成24年６月

株式会社東京銀行入行

東京三菱証券株式会社取締役

同社常務取締役

三菱証券株式会社常務執行役員

三菱ＵＦＪ証券株式会社常務執行役員

兼投資銀行本部副本部長

リーマン・ブラザーズ証券株式会社投

資銀行本部マネージング・ディレク

ター

野村證券株式会社投資銀行本部インベ

ストメント・バンキング部マネージン

グ・ディレクター

デロイト トーマツ コンサルティング

株式会社パートナー

東海東京証券株式会社常務執行役員 

投資銀行カンパニー副カンパニー長兼

コーポレート・ソリューション部門担

当

同社専務執行役員 投資銀行本部長兼

コーポレート・アセット部門担当

同社取締役専務執行役員 投資銀行本

部長兼コーポレート・アセット部門担

当

当社専務執行役員　戦略事業グループ

担任

当社代表取締役専務執行役員　戦略事

業グループ担任(現任)

(注)３ ７

取締役専務
執行役員

社長補佐 前　村　善　美 昭和28年１月22日生

昭和50年４月

平成６年２月

平成８年１月

平成12年１月

 

平成13年４月

 

平成14年１月

平成16年５月

平成17年10月平

成18年３月

 

平成18年６月

 

平成20年４月

 

平成21年４月

 

平成22年４月

平成24年４月

平成24年６月

株式会社東海銀行入行

同行蓮田支店長

欧州東海銀行副頭取

株式会社東海銀行投資銀行企画部参事

役

株式会社ＵＦＪホールディングス法人

企画部長

株式会社ＵＦＪ銀行執行役員

同行常務執行役員

当社顧問

当社常務執行役員リテールカンパニー

長

当社取締役常務執行役員リテールカン

パニー長

当社取締役専務執行役員投資銀行カン

パニー長

当社取締役専務執行役員戦略事業グ

ループ担任

浜銀ＴＴ証券株式会社取締役副社長

当社専務執行役員　特命担当

当社取締役専務執行役員　社長補佐(現

任)

(注)３ 52

　

EDINET提出書類

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)

有価証券報告書

 41/126



　
　
役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有
株式数
(千株)

取締役
取締役会
議長

鈴　木　郁　雄 昭和19年１月２日生

昭和41年４月

平成５年６月

平成７年６月

平成10年５月

平成10年６月

平成11年６月

平成13年４月

平成14年１月

平成14年５月

平成18年６月

平成19年２月

平成19年５月

平成19年６月

株式会社東海銀行入行

同行取締役

同行常務取締役

ユニー株式会社非常勤取締役

株式会社東海銀行専務取締役

同行専務執行役員

同行副頭取執行役員

ユニー株式会社取締役

同社取締役会長

当社取締役(現任)

ユニー株式会社取締役相談役

同社相談役

当社取締役会議長(現任)

(重要な兼職の状況)

東海東京証券株式会社取締役(現任)

(注)３ 46

取締役 ─ 森　末　暢　博 昭和18年８月28日生

昭和40年９月

昭和41年４月

平成８年４月

 

平成18年６月

平成22年６月

司法試験合格

大蔵省入省

弁護士登録(森末法律事務所所長)(現

任)

当社監査役

当社取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

東海東京証券株式会社監査役(現任)

(注)３ 12

取締役 ― 佐  々木 卓 夫 昭和31年12月３日生

昭和55年４月

平成15年１月

 

平成18年９月

平成21年６月

平成23年４月

 

平成23年６月

平成23年６月

トヨタ自動車工業株式会社入社

トヨタモーターコーポレーションオー

ストラリア株式会社出向

トヨタ自動車株式会社経理部部長

同社常務役員

トヨタファイナンシャルサービス株式

会社取締役副社長

同社代表取締役社長(現任)

当社取締役(現任)　

(注)３ ―

監査役
(常勤)

― 竹　内　　　晃 昭和32年４月１日生

昭和55年４月

平成20年４月

平成21年４月

平成22年11月

平成23年６月

株式会社東海銀行入行

当社法務部付部長

当社コンプライアンス部長

当社総合リスク管理部長

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

東海東京証券株式会社監査役(現任)

(注)４ ６

監査役 ― 滝　沢　吉　彦 昭和28年３月24日生

昭和51年４月

平成７年８月

平成10年２月

平成13年４月

平成14年10月平

成19年４月

平成21年４月

 

平成22年４月

 

平成22年11月

平成24年４月

平成24年６月

当社入社

当社恵比寿支店長

当社リスク管理部長

当社商品企画部長

当社事務システム部長

当社売買管理部長

東海東京証券株式会社執行役員コンプ

ライアンス・業務統括本部長

同社執行役員コンプライアンス・リス

ク統括本部長

同社執行役員コンプライアンス本部長

同社執行役員オペレーション本部長

当社監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

東海東京証券株式会社監査役(現任)

(注)５ 15
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有
株式数
(千株)

監査役 ― 柏　木　茂　雄 昭和25年７月20日生

昭和48年４月

平成11年７月

平成15年７月

平成16年５月

平成19年６月

 

平成21年６月

大蔵省入省

東海財務局長

財務総合政策研究所次長

大臣官房付(国際通貨基金理事)

慶應義塾大学大学院商学研究科教授

(現任)

当社監査役(現任)

(注)６ ―

監査役 ― 田　中　一　好 昭和18年10月25日生

昭和42年４月

平成６年６月

平成８年６月

平成11年６月

平成14年１月

平成14年４月

平成14年６月

平成15年６月

平成16年４月

 

平成19年４月

平成21年６月

平成22年６月

株式会社東海銀行入行

同行取締役

同行常務取締役

同行専務取締役

セントラルリース株式会社顧問

同社副社長執行役員

同社取締役副社長兼執行役員

同社取締役社長兼代表執行役員

ＵＦJセントラルリース株式会社取締

役社長兼社長執行役員

三菱ＵＦＪリース株式会社取締役会長

当社監査役(現任)

三菱ＵＦＪリース株式会社相談役(現

任)

(注)６ ２

監査役 ─ 木 下　栄一郎 昭和16年８月30日生

昭和39年４月

平成８年２月

平成10年９月

平成10年12月

 

平成11年11月

 

平成13年６月

平成13年６月

平成14年６月

平成17年10月

平成21年６月

平成22年６月

平成23年６月

平成24年６月

平成24年６月

日本銀行入行

同行理事大阪支店長

ＮＴＴシステム技術株式会社顧問

株式会社ボストンコンサルティンググ

ループ特別顧問

ＮＴＴシステム技術株式会社取締役会

長

名古屋鉄道株式会社専務取締役

同社鉄道事業本部長

同社取締役副社長

同社取締役社長

同社代表取締役会長

当社監査役(現任)

名古屋鉄道株式会社取締役相談役

名古屋鉄道株式会社相談役(現任)

川崎汽船株式会社取締役(現任)

(注)７ ―

計 348

(注) １　鈴木郁雄、森末暢博及び佐々木卓夫の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　柏木茂雄、田中一好及び木下栄一郎の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

４　竹内晃氏の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。

５　滝沢吉彦氏の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年３月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

６　柏木茂雄及び田中一好の２氏の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成25年３月期に係

る定時株主総会終結の時までであります。

７　木下栄一郎氏の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株主総会

終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　基本方針

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を、経営上の重要課題の一つとして位置づけております。そ

のために、迅速な意思決定と業務執行が行える態勢を整えるとともに、経営の公正性と透明性を高め、あ

らゆるステークホルダーの皆様から信頼を獲得し、継続的に企業価値の向上を図ることを目的として、

コーポレート・ガバナンス態勢の強化・充実に努めてまいります。

②　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

当社は、取締役の議論の活性化と意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行機能を強化するため「執

行役員制度」を導入しております。経営機関としては経営方針・経営戦略等の重要事項に関する意思決

定機関及び監督機関として取締役会(取締役６名)、監査機関として監査役会(監査役５名)があります。さ

らに会社業務の全般的な執行方針を協議するため、社長及びその指名する取締役・執行役員からなる

「経営会議」を設置し、月２回以上開催しております。

また、取締役会を構成する取締役を、日常業務を遂行する「執行取締役」と執行取締役以外の「非執行

取締役」に分離し、業務執行の責任を担う取締役と業務執行の監督機能を担う取締役に役割を分離した

ことにより、それぞれの機能の強化を図っております。

さらに経営の透明性と健全性を高める観点から、豊富な経験と高い見識をお持ちの社外取締役３名と

社外監査役３名を招聘しております。この結果、当社の取締役会は社内取締役３名、社外取締役３名の構

成で、取締役会議長は社外取締役が務めるとともに、監査役会は社内監査役２名、社外監査役３名の構成

となり、それぞれにおける牽制機能を強化しております。

(取締役及び監査役の人数は全て平成24年３月31日現在で記載しております。)

③　コンプライアンス及びリスク管理体制の整備の状況

コンプライアンス体制としましては、グループ・コンプライアンス基本方針、グループ倫理行動基準等

の基本的な規範、及びコンプライアンス規程等の諸規則を制定し、それらの実施に努めております。また

法令諸規則の遵守に関する実効性を確保するための体制として、施策等の答申を行う組織として総合リ

スク管理委員会を、コンプライアンスに関する統括、指導、モニタリング等を行う専門部署として総合リ

スク・コンプライアンス部を設置しております。

リスク管理体制としましては、リスク管理規程に基づき、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当

社及び子会社全体のリスクを統合的に管理するとともに、リスクの管理方針、管理方法及びリスク管理の

ために必要と認める事項を協議・立案する組織として総合リスク管理委員会を設置し、その結果を取締

役会へ報告又は提案を行っております。

④　情報セキュリティー体制の整備の状況

当社が保有する各種情報を適切に保護・管理するため、「情報セキュリティーポリシー」を制定し、情

報管理統括責任者及び情報管理責任者を中心として「情報セキュリティースタンダード」及び「情報管

理規程」に基づいた管理体制を構築しております。

　また、個人情報保護法の遵守のため「個人情報保護方針」等各種規程の制定など社内体制の整備に努め

ております。

⑤　内部監査及び監査役監査の状況

内部監査につきましては監査部(平成24年３月31日現在２名。その他、東海東京証券株式会社の従業員

12名が当社監査部を兼務しております。)を執行組織から分離し、監査委員会の下に位置付け、その独立性

と実効性を確保しております。監査委員会の委員長には、「非執行取締役」が就任し、社外取締役に委員

となっていただくことにより、監査部からの監査報告に基づき、業務執行から離れた客観的な協議が行わ

れる態勢を整備しております。

監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議又は決議を行っております。監査役は、

取締役会等の重要な会議への出席、取締役等からの定期的な報告聴取のほか、重要な書類の閲覧、監査部

及び会計監査人からの報告聴取等により、取締役の業務執行状況について適切に監査しております。

EDINET提出書類

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)

有価証券報告書

 44/126



　

⑥　各社外取締役及び社外監査役につき、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関

係

各社外取締役及び社外監査役と当社との間に株主・投資者に影響を及ぼすおそれのある人的関係、資

本的関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。

各社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社と当社との間の人的関係はありませ

ん。

各社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の一部の会社と当社との間には資本的関係

がありますが、いずれも主要株主に該当せず、各社外取締役及び社外監査役が直接利害関係を有するもの

ではありません。また、各社外取締役及び社外監査役が保有する当社株式につきましては、「５ 役員の状

況」に記載のとおりです。

なお、社外取締役の佐々木卓夫氏が代表取締役社長を兼ねているトヨタファイナンシャルサービス株

式会社は、当社の発行済株式総数の5.09％(平成24年３月31日現在)を保有しております。

各社外取締役及び社外監査役が現在及び過去において在籍の会社と当社との間の取引関係につきまし

ては、一般消費者としての取引関係であるため、各社外取締役及び社外監査役が直接利害関係を有するも

のではありません。

また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準又は方針を定めておりませんが、当社

の社外取締役及び社外監査役は、独立して監督機能又は監査機能を発揮し、それぞれの職務を適切に遂行

できるものと判断しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、

社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる

旨を定めております。これにより、社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

当社との間で同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は

以下のとおりであります。

・社外取締役及び社外監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法

第425条第１項第１号ハ及び第２号に規定される金額の合計額を限度として責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役及び社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行

について善意でありかつ重大な過失がないときに限るものとする。

＜図表＞
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⑦　役員の報酬等
　

ⅰ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　

役員区分
報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額
対象となる
役員の員数
(名)基本報酬

(百万円)

ストック・
オプション
(百万円)

賞与
(百万円)

退職慰労金
(百万円)

取締役
(社外取締役を除く。)

93 75 1 15 ─ 4

監査役
(社外監査役を除く。)

18 18 ─ ─ ─ 3

社外役員 51 49 ─ 2 ─ 7

　

ⅱ  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　

ⅲ  役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社では、役員報酬の客観性と透明性を高めるため、社外役員(社外取締役２名、社外監査役１名)か

らなる報酬協議会を設置しております。報酬協議会では、内規に従って報酬が決定されているか確認す

るとともに、外部報酬データベースへの参加を通じて得た同業種の報酬水準を参考に、当社の役員報酬

の水準について社長及び取締役会に対して提言を行っております。
　

⑧　株式の保有状況

　

ⅰ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 159銘柄

貸借対照表計上額の合計額 6,894百万円
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ⅱ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及

び保有目的
　

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

国泰君安国際控股有限公司 20,000,000 794取引関係の強化を図るため

株式会社山口フィナンシャル
グループ

431,000 331取引関係の強化を図るため

株式会社中京銀行 1,340,000 269取引関係の強化を図るため

株式会社愛知銀行 51,600 267取引関係の強化を図るため

カネ美食品株式会社 100,000 266取引関係の強化を図るため

小野薬品工業株式会社 60,000 244取引関係の強化を図るため

株式会社三菱ＵＦＪ
フィナンシャル・グループ

574,000 220取引関係の強化を図るため

株式会社マキタ 50,000 193取引関係の強化を図るため

東亜建設工業株式会社 1,000,000 166取引関係の強化を図るため

日本証券金融株式会社 299,500 164取引関係の強化を図るため

名古屋鉄道株式会社 690,000 155取引関係の強化を図るため

株式会社大垣共立銀行 564,000 153取引関係の強化を図るため

株式会社八千代銀行 50,000 141取引関係の強化を図るため

株式会社名古屋銀行 461,000 123取引関係の強化を図るため

株式会社セディナ 774,350 120取引関係の強化を図るため

株式会社百五銀行 300,000 112取引関係の強化を図るため

名糖産業株式会社 59,300 63取引関係の強化を図るため

株式会社みちのく銀行 339,000 53取引関係の強化を図るため

株式会社第三銀行 219,000 47取引関係の強化を図るため

株式会社肥後銀行 86,000 39取引関係の強化を図るため

株式会社ＡＴグループ 38,000 36取引関係の強化を図るため

株式会社テクノ菱和 60,280 25取引関係の強化を図るため

株式会社サンリオ 10,000 24取引関係の強化を図るため

岡谷鋼機株式会社 25,000 22取引関係の強化を図るため

株式会社宮崎銀行 110,000 21取引関係の強化を図るため

株式会社清水銀行 5,900 21取引関係の強化を図るため

ゼリア新薬工業株式会社 21,000 20取引関係の強化を図るため

株式会社静岡銀行 30,000 20取引関係の強化を図るため

株式会社東海理化電機製作所 14,000 19取引関係の強化を図るため

中部証券金融株式会社 105,000 19取引関係の強化を図るため

EDINET提出書類

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)

有価証券報告書

 47/126



　

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

国泰君安国際控股有限公司 20,000,000 497取引関係の強化を図るため

株式会社山口フィナンシャル
グループ

431,000 324取引関係の強化を図るため

株式会社中京銀行 1,340,000 286取引関係の強化を図るため

カネ美食品株式会社 100,000 272取引関係の強化を図るため

株式会社愛知銀行 51,600 258取引関係の強化を図るため

株式会社三菱ＵＦＪ
フィナンシャル・グループ

574,000 236取引関係の強化を図るため

株式会社大垣共立銀行 564,000 168取引関係の強化を図るため

東亜建設工業株式会社 1,000,000 161取引関係の強化を図るため

名古屋鉄道株式会社 690,000 157取引関係の強化を図るため

株式会社名古屋銀行 461,000 136取引関係の強化を図るため

株式会社三井住友
フィナンシャルグループ

46,461 126取引関係の強化を図るため

株式会社百五銀行 300,000 114取引関係の強化を図るため

株式会社八千代銀行 50,000 101取引関係の強化を図るため

名糖産業株式会社 59,300 61取引関係の強化を図るため

株式会社みちのく銀行 339,000 57取引関係の強化を図るため

株式会社ＡＴグループ 38,000 43取引関係の強化を図るため

株式会社肥後銀行 86,000 42取引関係の強化を図るため

株式会社第三銀行 219,000 38取引関係の強化を図るため

株式会社テクノ菱和 60,280 26取引関係の強化を図るため

株式会社宮崎銀行 110,000 25取引関係の強化を図るため

岡谷鋼機株式会社 25,000 22取引関係の強化を図るため

シーキューブ株式会社 65,900 21取引関係の強化を図るため

株式会社清水銀行 5,900 19取引関係の強化を図るため

東邦瓦斯株式会社 35,000 17取引関係の強化を図るため

大阪証券金融株式会社 87,000 16取引関係の強化を図るため

ＭＳ＆ＡＤインシュアランス
グループホールディングス
株式会社

9,500 16取引関係の強化を図るため

平和不動産株式会社 60,500 13取引関係の強化を図るため

日本碍子株式会社 11,000 12取引関係の強化を図るため

名糖運輸株式会社 20,000 12取引関係の強化を図るため

愛知時計電機株式会社 27,000 8 取引関係の強化を図るため
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ⅲ  保有目的が純投資目的である投資株式

　

　

前事業年度 当事業年度

貸借対照表
計上額の合計額
(百万円)

貸借対照表
計上額の合計額
(百万円)

受取配当金
の合計額
(百万円)

売却損益
の合計額
(百万円)

評価損益
の合計額
(百万円)

非上場株式 0 0 ― ― △0

非上場株式以外
の株式

196 255 3 224 △8

　

ⅳ  投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した投資株式

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

株式会社静岡銀行 30,000 25

株式会社正興電機製作所 15,000 7

株式会社サンリオ (注)２ 10,000 34

酒井重工業株式会社 (注)２ 25,000 6

株式会社丸栄 (注)２ 22,000 2

Ｊ．フロント リテイリング株式会社 (注)２ 5,000 1

ＳＣＳＫ株式会社 (注)２ 696 0

マスプロ電工株式会社 (注)２ 100 0

東山フイルム株式会社 (注)２ 100 0

小野薬品工業株式会社 (注)１、２ 60,000 242

株式会社マキタ (注)１、２ 50,000 121

日本証券金融株式会社 (注)１、２ 299,500 107

ゼリア新薬工業株式会社 (注)１、２ 21,000 27

中部証券金融株式会社 (注)１、２ 105,000 21

株式会社東海理化電機製作所 (注)１、２ 14,000 16

(注)１ 東海東京証券株式会社に売却のうえ、同社の退職給付信託へ追加拠出しております。

　　２ 「貸借対照表計上額」は、売却価額を記載しております。

　

⑨　会計監査の状況

ⅰ　業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

　　指定有限責任社員　水上圭祐(有限責任監査法人トーマツ)

　　指定有限責任社員　青木裕晃(有限責任監査法人トーマツ)

　　指定有限責任社員　小川　薫(有限責任監査法人トーマツ)

　なお、継続監査年数が７年以内のため監査年数の記載は省略しております。

ⅱ　監査業務に係る補助者の構成

　　公認会計士　　　６名

　　その他　　　　　９名

　(注)　その他には、会計士補、公認会計士試験合格者、税理士、公認情報システム監査人(CISA)を含んでおります。
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⑩　取締役の定数

当社の取締役会は12名以内とする旨定款に定めております。

⑪　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議

は、累積投票によらない旨定款に定めております。

⑫　自己の株式の取得の決定機関

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経済諸施策を機動的に遂

行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株

式を取得することができる旨定款に定めております。

⑬　取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会

社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第１項に規定する取締役(取締

役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度におい

て免除することができる旨定款に定めております。

⑭　中間配当

当社は、株主へ安定的かつ適切な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終

の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款

に定めております。

⑮　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うた

め、会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上によってこれを決める旨定款に定めております。

　

(2) 【監査報酬の内容等】

①　【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 22 4 22 2

連結子会社 31 5 31 5

計 53 10 53 7
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②　【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社の連結子会社のうち東海東京証券香港及び東海東京証券ヨーロッパについては、当社の会計監

査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属している公認会計士等に財務諸表の

監査証明を受けており、当連結会計年度において東海東京証券香港は、Deloitte Touche Tohmatsuに

309千香港ドルを、東海東京証券ヨーロッパは、Deloitte LLPに12千英ポンドの監査報酬を支払ってお

ります。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社のうち東海東京証券香港、東海東京証券ヨーロッパ及び東海東京シンガポールに

ついては、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属している公

認会計士等に財務諸表の監査証明を受けており、当連結会計年度において東海東京証券香港は、

Deloitte Touche Tohmatsuに309千香港ドルを、東海東京証券ヨーロッパは、Deloitte LLPに12千英ポ

ンドを、東海東京シンガポールは、Deloitte＆Touche LLPに18千米ドルの監査報酬を支払っておりま

す。

　

③　【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に英文連結財務諸表に係る監査

業務及び国際会計基準助言・指導業務について対価を支払っております。

(当連結会計年度)

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に英文連結財務諸表に係る監査

業務について対価を支払っております。

　

④　【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)並びに同規則第46条及び第68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自主規制規則)に準拠して作成しております。

　　　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下、「財務諸表等規則」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、連結会計年度(平成23年４月１日から平成24

年３月31日まで)の連結財務諸表及び第100期事業年度(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)の財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

　

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保し、会計基準等の内容を適切に把握するため、公益財団法人財務

会計基準機構に加入して、会計基準の新設、改正等に関する内容の把握に努めております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２
 62,243

※２
 43,701

預託金 19,094 18,394

顧客分別金信託 17,704 16,805

その他の預託金 1,389 1,589

トレーディング商品 ※２
 176,823

※２
 198,470

商品有価証券等 172,240 181,580

デリバティブ取引 4,583 16,890

約定見返勘定 1,748 28,520

信用取引資産 30,017 24,405

信用取引貸付金 18,803 15,889

信用取引借証券担保金 11,213 8,515

有価証券担保貸付金 314,071 278,862

借入有価証券担保金 234,167 221,156

現先取引貸付金 79,904 57,706

立替金 246 67

募集等払込金 316 224

短期差入保証金 13,079 6,326

短期貸付金 135 60

有価証券 100 100

未収収益 1,779 1,742

繰延税金資産 1,644 1,000

その他 2,490 1,376

貸倒引当金 △36 △18

流動資産合計 623,754 603,235

固定資産

有形固定資産 ※１, ※２
 9,323

※１, ※２
 8,805

建物 2,466 2,274

器具備品 1,531 1,205

土地 5,325 5,325

建設仮勘定 0 －

無形固定資産 5,126 4,325

ソフトウエア 4,982 4,182

電話加入権 144 143

投資その他の資産 26,170 24,850

投資有価証券 ※２, ※６
 15,898

※２, ※６
 15,297

長期差入保証金 2,479 2,096

繰延税金資産 1,275 1,137

その他 ※２, ※６
 7,707

※２, ※６
 7,490

貸倒引当金 △1,190 △1,171

固定資産合計 40,621 37,981

資産合計 664,376 641,216
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

トレーディング商品 123,646 111,181

商品有価証券等 121,188 99,190

デリバティブ取引 2,457 11,990

信用取引負債 9,284 12,320

信用取引借入金 ※２
 7,525

※２
 9,686

信用取引貸証券受入金 1,759 2,634

有価証券担保借入金 172,171 143,126

有価証券貸借取引受入金 ※２
 59,501

※２
 31,357

現先取引借入金 ※２
 112,669

※２
 111,769

預り金 24,522 14,242

受入保証金 6,633 4,561

短期借入金 ※２
 186,833

※２
 218,246

短期社債 9,000 6,500

1年内償還予定の社債 7,694 9,387

未払法人税等 272 1,249

賞与引当金 1,814 1,684

役員賞与引当金 25 18

その他 3,477 2,053

流動負債合計 545,376 524,571

固定負債

社債 － 130

長期借入金 ※２
 2,940

※２
 3,700

退職給付引当金 1,805 1,514

役員退職慰労引当金 107 113

負ののれん 264 113

その他 697 648

固定負債合計 5,814 6,219

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 170 165

特別法上の準備金合計 ※５
 170

※５
 165

負債合計 551,360 530,956
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 36,000 36,000

資本剰余金 33,155 33,154

利益剰余金 46,805 47,178

自己株式 △1,416 △4,402

株主資本合計 114,543 111,930

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,088 △1,223

為替換算調整勘定 △797 △873

その他の包括利益累計額合計 △1,885 △2,096

新株予約権 59 114

少数株主持分 297 310

純資産合計 113,015 110,259

負債純資産合計 664,376 641,216
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

営業収益

受入手数料 25,461 24,191

委託手数料 7,797 6,006

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
等の手数料

208 431

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

11,480 11,704

その他の受入手数料 5,974 6,048

トレーディング損益 23,909 25,593

金融収益 3,031 2,846

営業収益計 52,402 52,631

金融費用 1,617 1,875

純営業収益 50,785 50,756

販売費及び一般管理費

取引関係費 9,220 8,451

人件費 ※１
 22,970

※１
 22,708

不動産関係費 6,050 5,959

事務費 5,011 5,803

減価償却費 2,724 2,802

租税公課 512 510

その他 1,205 1,157

販売費及び一般管理費合計 47,695 47,392

営業利益 3,089 3,363

営業外収益

受取配当金 448 407

受取家賃 952 950

負ののれん償却額 147 150

持分法による投資利益 353 357

その他 169 213

営業外収益合計 2,071 2,078

営業外費用

不動産賃貸原価 266 288

その他 87 75

営業外費用合計 354 364

経常利益 4,806 5,077
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※２
 0 －

投資有価証券売却益 83 54

退職給付信託設定益 － 187

持分変動利益 646 －

負ののれん発生益 12 －

金融商品取引責任準備金戻入 136 4

貸倒引当金戻入額 7 －

特別利益合計 888 247

特別損失

固定資産売却損 ※３
 22 －

固定資産除却損 ※４
 249

※４
 34

投資有価証券売却損 61 30

有価証券評価減 ※５
 346

※５
 490

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18 －

貸倒引当金繰入額 ※６
 630 －

特別損失合計 1,330 555

税金等調整前当期純利益 4,364 4,769

法人税、住民税及び事業税 366 1,432

法人税等調整額 △331 781

法人税等合計 34 2,214

少数株主損益調整前当期純利益 4,329 2,555

少数株主利益 10 9

当期純利益 4,318 2,545
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【連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 4,329 2,555

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △686 △130

為替換算調整勘定 △162 △76

その他の包括利益合計 △849 ※１
 △206

包括利益 3,480 2,348

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 3,470 2,333

少数株主に係る包括利益 9 14
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 36,000 36,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 36,000 36,000

資本剰余金

当期首残高 33,155 33,155

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 33,155 33,154

利益剰余金

当期首残高 46,122 46,805

当期変動額

剰余金の配当 △3,635 △2,172

当期純利益 4,318 2,545

当期変動額合計 683 373

当期末残高 46,805 47,178

自己株式

当期首残高 △442 △1,416

当期変動額

自己株式の取得 △974 △2,986

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △973 △2,985

当期末残高 △1,416 △4,402

株主資本合計

当期首残高 114,834 114,543

当期変動額

剰余金の配当 △3,635 △2,172

当期純利益 4,318 2,545

自己株式の取得 △974 △2,986

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △290 △2,612

当期末残高 114,543 111,930
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △402 △1,088

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△685 △135

当期変動額合計 △685 △135

当期末残高 △1,088 △1,223

為替換算調整勘定

当期首残高 △634 △797

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△162 △76

当期変動額合計 △162 △76

当期末残高 △797 △873

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △1,037 △1,885

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△848 △211

当期変動額合計 △848 △211

当期末残高 △1,885 △2,096

新株予約権

当期首残高 20 59

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39 54

当期変動額合計 39 54

当期末残高 59 114

少数株主持分

当期首残高 308 297

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 13

当期変動額合計 △11 13

当期末残高 297 310

純資産合計

当期首残高 114,126 113,015

当期変動額

剰余金の配当 △3,635 △2,172

当期純利益 4,318 2,545

自己株式の取得 △974 △2,986

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △820 △142

当期変動額合計 △1,110 △2,755

当期末残高 113,015 110,259
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 4,364 4,769

減価償却費 2,724 2,802

負ののれん償却額 △147 △150

持分法による投資損益（△は益） △353 △357

退職給付引当金の増減額（△は減少） 324 △290

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 622 △36

受取利息及び受取配当金 △3,481 △3,256

支払利息 1,617 1,875

負ののれん発生益 △12 －

有価証券評価損益（△は益） ※２
 346

※２
 490

投資有価証券売却損益（△は益） △21 △24

持分変動損益（△は益） △646 －

固定資産売却損益（△は益） 22 －

固定資産除却損 249 34

退職給付信託設定損益（△は益） － △187

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18 －

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 779 899

募集等払込金の増減額（△は増加） △41 92

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増
加）

70,372 △21,646

トレーディング商品（負債）の増減額（△は減
少）

14,362 △12,464

信用取引資産の増減額（△は増加） 6,025 5,611

信用取引負債の増減額（△は減少） 134 3,035

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） △87,558 25,575

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △32,282 △19,409

預り金の増減額（△は減少） 4,975 △10,261

受入保証金の増減額（△は減少） 3,342 △2,072

その他の資産の増減額（△は増加） △8,114 △18,860

その他の負債の増減額（△は減少） △7,312 △207

小計 △29,676 △44,034

利息及び配当金の受取額 3,504 3,343

利息の支払額 △1,570 △1,920

法人税等の支払額 △5,657 △524

営業活動によるキャッシュ・フロー △33,400 △43,135
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31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 △714 △357

有形固定資産の売却による収入 12 0

無形固定資産の取得による支出 △2,191 △1,274

無形固定資産の売却による収入 1 －

投資有価証券の取得による支出 △2,061 △203

投資有価証券の売却による収入 248 163

子会社株式の取得による支出 △7 －

差入保証金の差入による支出 △184 △47

差入保証金の回収による収入 1,515 477

その他 △116 △227

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,498 △1,469

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） 36,228 31,416

長期借入れによる収入 － 3,700

長期借入金の返済による支出 △110 △2,940

短期社債の発行による収入 51,200 29,500

短期社債の償還による支出 △53,500 △32,000

社債の発行による収入 12,894 18,439

社債の償還による支出 △5,200 △16,651

自己株式の取得による支出 △964 △2,982

自己株式の純増減額（△は増加） △9 △3

配当金の支払額 △3,635 △2,172

少数株主からの払込みによる収入 2,550 －

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 39,452 26,304

現金及び現金同等物に係る換算差額 △216 △94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,337 △18,394

現金及び現金同等物の期首残高 62,521 61,725

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△3,132 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※１
 61,725

※１
 43,330
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

１　連結の範囲に関する事項

  (1) 連結子会社の数　18社(当連結会計年度末現在)

      連結子会社の名称

東海東京証券株式会社

宇都宮証券株式会社

東海東京アセットマネジメント株式会社

東海東京ＳＷＰコンサルティング株式会社

東海東京インベストメント株式会社

株式会社東海東京調査センター

東海東京アカデミー株式会社

東海東京サービス株式会社

東海東京ビジネスサービス株式会社

東海東京証券香港

東海東京証券ヨーロッパ

東海東京証券アメリカ

東海東京シンガポール

ＴＴＩ中部ベンチャー１号投資事業有限責任組合

Ｎ－residence１号合同会社

ＴＴＡＭレジデンス合同会社

Tokai Tokyo Asia Renaissance Fund Limited

Tokai Tokyo Asia Renaissance Master Fund Limited

　
Tokai Tokyo Asia Renaissance Fund Limited及び同ファンドのマスターファンドであるTokai

Tokyo Asia Renaissance Master Fund Limitedは、当社の連結子会社である東海東京証券株式会社

が平成23年８月にTokai Tokyo Asia Renaissance Fund Limitedへ投資資金の払い込みを行ったこ

とにより、連結の範囲に含めております。　

ＴＴＩ成長企業１号投資事業有限責任組合は、当連結会計年度において解散し、平成23年12月に清

算結了したことにより、連結の範囲から除外しております。

ＴＴＡＭレジデンス合同会社を平成24年２月に設立したことにより、連結の範囲に含めておりま

す。

  (2) 主要な非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称等

一般社団法人ＹＳＴ

連結の範囲から除いた理由

  非連結子会社４社は、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)等は、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。
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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数　 ３社

持分法を適用した関連会社の名称

ワイエム証券株式会社

浜銀ＴＴ証券株式会社

西日本シティＴＴ証券株式会社

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

一般社団法人ＹＳＴ

持分法を適用していない理由

  持分法を適用していない非連結子会社４社は、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)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表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であります。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、東海東京証券香港、東海東京証券ヨーロッパ、東海東京証券アメリカ、東海東京シ

ンガポール、ＴＴＩ中部ベンチャー１号投資事業有限責任組合、Tokai Tokyo Asia Renaissance Fund

Limited、Tokai Tokyo Asia Renaissance Master Fund Limitedの７社は12月31日、また、Ｎ－residence１

号合同会社は３月15日であり、他の10社は３月31日であります。なお、連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社については、当該決算日現在の財務諸表を使用して、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連結しております。

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　トレーディングの目的及び範囲

取引所等有価証券市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標に係る短期的な変動、市場間の

格差を利用して利益を得ること及びこれら取引により生じる損失を減少させることをトレーディング

の目的としており、その範囲は有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引及

び店頭デリバティブ取引等の取引であります。

  ②　トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法

トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法を採用しておりま

す。

  ③　トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法

トレーディング商品に属さない有価証券等については、以下の評価基準及び評価方法を採用してお

ります。

　その他有価証券

　時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価等をもって連結貸借対照表価額とし、移動平均法による取

得原価との評価差額を全部純資産直入する方法によっております。

　時価のないもの

移動平均法に基づく原価法によっております。
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  (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(リース資産を除く)

主として、定率法を採用しております。ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１日以降に

取得した建物(建物附属設備を除く)については、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す。

建物　　　　２～50年

器具備品　　３～20年

    ②　無形固定資産(リース資産を除く)

主として、定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利

用可能期間に基づく定額法を採用しております。

  (3) 重要な引当金の計上基準

    ①　貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討のうえ、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いに備えるため、所定の計算方法により算出した支給見込額を計上して

おります。

    ③　役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

    ④　退職給付引当金

当社及び国内連結子会社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度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、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法

により翌連結会計年度から費用処理することとしております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法に

より按分した額を費用処理しております。

    ⑤　役員退職慰労引当金

一部の国内連結子会社は役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づき算出した期末退職慰

労金要支給見積額を計上しております。

  (4) 特別法上の準備金の計上基準

      金融商品取引責任準備金

有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、

「金融商品取引法」第46条の５の規定に基づく「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175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) 重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、主に連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
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  (6) 負ののれんの償却方法及び償却期間

負ののれんについては、３～５年間で均等償却しております。(平成22年３月31日以前発生分)

  (7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び当座預金、普通預

金等の随時引き出し可能な預金からなっております。

  (8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

      ①　消費税等の会計処理方法

       消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

      ②　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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。

③　連結納税制度の適用

　当連結会計年度より、当社及び国内の完全子会社６社は、当社を連結親法人とする連結納税制度を適

用しています。

　　　

【追加情報】

　　「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号　平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日)を適用してお

ります。
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

　 7,485百万円 8,104百万円

※２　担保に供している資産

前連結会計年度(平成23年３月31日)

担保資産の対象となる債務 担保に供している資産

科目
期末残高
(百万円)

現金及び
預金
(百万円)

トレーディ
ング商品
(百万円)

投資その他
の資産
(その他)
(百万円)

計
(百万円)

短期借入金 140,230 ─ 160,925 ─ 160,925

金融機関借入金 138,600 ─ 160,226 ─ 160,226

証券金融会社借入金 1,630 ─ 699 ─ 699

信用取引借入金 6,110 ─ 1,399 ─ 1,399

有価証券貸借取引受入金 59,501 ─ 21,624 ─ 21,624

現先取引借入金 112,669 ─ 4,998 ─ 4,998
長期借入金
(うち１年以内返済予定長期借入
金)

3,050
141 ─ 5,387 5,529

金融機関借入金 (110)

計 321,561 141 188,9485,387194,478
(注) １　担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。

２　上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券2,008百万円、短期借入有価証券108,998百万円、現先取引に
より調達した有価証券36,127百万円を担保として差入れております。なお、このほかに先物取引証拠金
代用等として、トレーディング商品6,347百万円、有形固定資産283百万円、信用取引の自己融資見返り株
券116百万円を差入れております。

３　長期借入金の担保に供している現金及び預金、投資その他の資産(その他)は信託受益権であり、当該信託
受益権には固定負債(その他)52百万円が含まれております。

４　担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。

　
当連結会計年度(平成24年３月31日)

担保資産の対象となる債務 担保に供している資産

科目
期末残高
(百万円)

現金及び
預金
(百万円)

トレーディ
ング商品
(百万円)

投資その他
の資産
(その他)
(百万円)

計
(百万円)

短期借入金 172,830 ─ 135,021 ─ 135,021

金融機関借入金 171,200 ─ 133,322 ─ 133,322

証券金融会社借入金 1,630 ─ 1,699 ─ 1,699

信用取引借入金 8,532 ─ 399 ─ 399

有価証券貸借取引受入金 31,357 ─ 11,718 ─ 11,718

現先取引借入金 111,751 ─ 9,995 ─ 9,995

長期借入金 3,700 84 ― 5,048 5,132

計 328,171 84 157,1345,048162,267
(注) １　担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。

２　上記のほか、信用取引の自己融資見返り株券2,684百万円、短期借入有価証券118,387百万円、現先取引に
より調達した有価証券56,874百万円を担保として差入れております。なお、このほかに先物取引証拠金
代用等として、トレーディング商品5,432百万円、有形固定資産278百万円、信用取引の自己融資見返り株
券96百万円を差入れております。

３　長期借入金の担保に供している現金及び預金、投資その他の資産(その他)は信託受益権であり、当該信託
受益権には固定負債(その他)48百万円が含まれております。

４　担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。
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  ３　差入れをした有価証券及び差入れを受けた有価証券の時価額

    (1) 差入れをした有価証券の時価額

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

信用取引貸証券 1,823百万円 4,035百万円

信用取引借入金の本担保証券 7,557 8,751

短期貸付有価証券 59,342 31,545

現先取引により売却した有価証券 112,420 111,519

差入証拠金代用有価証券 5,018 4,470

差入保証金代用有価証券 4,751 7,354

    (2) 差入れを受けた有価証券の時価額

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

信用取引貸付金の本担保証券 17,127百万円 15,776百万円

信用取引借証券 11,189 8,425

短期借入有価証券 233,998 220,891

現先取引により買付した有価証券 79,787 57,463

受入証拠金代用有価証券 5,348 9,158

受入保証金代用有価証券 26,426 22,818

その他 653 406

　

  ４　保証債務等

連結子会社従業員の金融機関等からの借入金に対する債務保証の内訳

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

　
当連結会計年度
(平成24年３月31日)

連結子会社従業員(４名) 5百万円　 連結子会社従業員(３名) 2百万円

　

※５　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。

金融商品取引責任準備金

  「金融商品取引法」第46条の５の規定に基づき計上しております。

　

※６　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

投資有価証券(株式) 5,621百万円 5,978百万円

その他の投資等(出資金) 2 4
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(連結損益計算書関係)

※１　人件費に含まれる引当金繰入額の内訳

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

　賞与引当金繰入れ 1,814百万円 1,684百万円

　役員賞与引当金繰入れ 25 75

　退職給付費用 1,160 1,136

　役員退職慰労引当金繰入れ 40 42

　
※２　固定資産売却益の内訳

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

  ゴルフ会員権等 0百万円 ―

　
※３　固定資産売却損の内訳

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

　ゴルフ会員権 20百万円 ―

　土地 2 ―

  計 22 ―

　
※４　固定資産除却損の内訳

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

　建物 94百万円 6百万円

　器具備品 19 18

　ソフトウェア 123 0

　その他 12 9

　計 249 34

　
※５　有価証券評価減は、投資有価証券に係る評価減であります。

　
※６　前連結会計年度(自  平成22年４月１日　至  平成23年３月31日)

当社子会社である東海東京証券株式会社の元社員によるお客様の資金を不正に出金する等の不正行為

に関し、同社においてお客様損害額への弁済債務及び不正行為を行った元社員への債権が発生しており

ます。この債権の金額について貸倒引当金を計上したものであります。

　
当連結会計年度(自  平成23年４月１日　至  平成24年３月31日)

　該当事項はありません。
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(連結包括利益計算書関係)

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

※１　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

その他有価証券評価差額金

当期発生額 △341百万円 　

組替調整額 211 　

　税効果調整前 △130 　

　税効果額 ― 　

　その他有価証券評価差額金 △130 　

為替換算調整勘定

当期発生額 △76 　

組替調整額 ― 　

　税効果調整前 △76 　

　税効果額 ― 　

  為替換算調整勘定 △76 　

　その他の包括利益合計 △206 　
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 280,582,115 ― ― 280,582,115

　

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 926,678 3,030,661 395 3,956,944

（注）１　自己株式(普通株式)の増加は、取締役会決議による自己株式の取得3,000,000株及び単元未満株式の買取請求
30,661株によるものであります。

 ２　自己株式(普通株式)の減少は、単元未満株式の買増請求によるものであります。

　

３　新株予約権に関する事項

会社名 内訳
当連結会計年度末残高

(百万円)

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

59

合計 59

　

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

平成22年６月29日
定時株主総会

普通株式 2,516
9.00 

(うち特別配当 

3.00)
平成22年３月31日 平成22年６月30日

平成22年10月28日
取締役会

普通株式 1,118 4.00平成22年９月30日 平成22年12月１日

　

　(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

決議 株式の種類 配当の原資
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23年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,106 4.00平成23年３月31日 平成23年６月30日
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当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 280,582,115 ― ― 280,582,115

　

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,956,944 12,930,119 3,367 16,883,696

（注）１　自己株式(普通株式)の増加は、取締役会決議による自己株式の取得12,911,000株及び単元未満株式の買取請
求19,119株によるものであります。

 ２　自己株式(普通株式)の減少は、単元未満株式の買増請求によるものであります。

　

３　新株予約権に関する事項

会社名 内訳
当連結会計年度末残高

(百万円)

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

114

合計 114

　

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

平成23年６月29日
定時株主総会

普通株式 1,106 4.00平成23年３月31日 平成23年６月30日

平成23年10月28日
取締役会

普通株式 1,065 4.00平成23年９月30日 平成23年12月１日

　

　(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

決議 株式の種類 配当の原資
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24年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,054 4.00平成24年３月31日 平成24年６月28日

　

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※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

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

現金及び預金 62,243百万円 43,701百万円
預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△517 △370

現金及び現金同等物 61,725 43,330

　
※２　営業活動によるキャッシュ・フローの有価証券評価損益は、投資有価証券に係る評価減であります。
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(リース取引関係)

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引(借主側)

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

　

　

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

取得価額相当額
(百万円)

減価償却累計額相当額
(百万円)

期末残高相当額
(百万円)

有形固定資産
(器具備品)

38 34 4

　

　

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

取得価額相当額
(百万円)

減価償却累計額相当額
(百万円)

期末残高相当額
(百万円)

有形固定資産
(器具備品)

3 2 0

　
２　未経過リース料期末残高相当額

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

１年内 4百万円 0百万円

１年超 0 ―

合計 5 0

　

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

支払リース料 15百万円 5百万円

減価償却費相当額 13 4

支払利息相当額 0 0

　

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、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(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ので、項目等の記載は省略しております。

　

次へ
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(金融商品関係)

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、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、私募の取扱い、その他の金融商品取引業及び金融商品取引業に関連又は付

随する業務等の主たる金融商品取引業において金融商品を保有しております。

当社グループは、これらの金融商品取引業の取り組みにおいて、取引所取引又は取引所取引以外の取

引を通じて多様な顧客ニーズへの的確な情報サービスや商品を提供することを基本方針とし、取引所

取引については健全な市場機能の発揮と委託取引の円滑な執行を、取引所取引以外の取引では公正な

価格形成と流通の円滑化を目的としております。

また、これらの金融商品取引業を行うため、市場の状況や借入期間のバランスを調整して、銀行借入

れによる間接金融のほか、短期社債及び社債の発行等による資金調達を行っております。

　
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当社グループが保有する主な金融資産及び金融負債は、①顧客との相対取引又は自己売買取引によ

りトレーディング商品として保有している株券、債券等の有価証券及び株価指数の先物取引やオプ

ション取引、債券の先物取引やオプション取引といった取引所取引の市場デリバティブ取引や、選択権

付債券売買取引、有価証券店頭オプション取引、先物外国為替取引、通貨スワップ取引及び金利スワッ

プ取引といった取引所取引以外の店頭デリバティブ取引による取引残高並びに投資有価証券として保

有している株券等の有価証券 ②顧客の信用取引による有価証券買付代金に対する融資額の信用取引

貸付金、当該融資に伴い証券金融会社から資金調達した信用取引借入金 ③機関投資家等との消費貸借

取引契約による有価証券貸借取引において差入れた取引担保金である有価証券担保貸付金又は受入れ

た取引担保金である有価証券貸証券受入金及び買戻し条件付債券売買取引(現先取引)による買付代金

相当額(又は受入れた取引担保金)である現先取引貸付金又は売却代金相当額(又は差入れた取引担保

金)である現先取引借入金等であります。

これらの取引において保有する有価証券及びデリバティブ取引残高は、株式、金利及び為替等の市場

価格が変動することにより発生する市場リスクにさらされており、信用取引貸付金、有価証券貸借取引

残高、現先取引残高及び店頭デリバティブ取引残高においては、取引相手先が契約を履行できなくなる

場合に発生する信用リスクにさらされております。さらに、これらの一部の金融商品は、流動性が低い

ために市場の混乱等により市場において取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取

引を余儀なくされることにより損失を被る危険がある市場流動性リスクにさらされております。

また、資金調達において、短期社債、社債及び金融機関借入金等の金融負債があり、これらは当社グ

ループの業績の悪化等により必要な資金が確保できなくなり、資金繰りがつかなくなる場合や、資金の

確保に通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被る危険がある流

動性リスクにさらされております。

この他、顧客の有価証券の売買に係る一時的な預り金、信用取引やデリバティブ取引を行うために取

引保証金として顧客より受入れた受入保証金等の金融負債があります。これらの取引において顧客に

帰属する金融資産は、金融商品取引法の規定に従い自己の金融資産と分別して管理し、顧客分別金信託

として信託銀行へ金銭信託しております。
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①　総合的なリスク管理

当社グループの主要業務である金融商品取引業務では、デリバティブ取引の高度化など取扱商品の

複雑化・多様化により、資産・収益に影響を及ぼす市場・信用・流動性リスク管理は極めて重要と認

識しております。当社では、当社グループ全体及びグループ各社のリスク管理を経営の最重要課題の一

つと位置づけ、当社及びグループ各社が、自らの責任においてリスクの特定、分析、対応により適切にコ

ントロールし、経営の健全性を長期にわたって維持するため、リスク管理基本方針を制定しておりま

す。

当社は、このリスク管理基本方針に従い、当社グループ全体及びグループ各社に内在する各種リスク

の把握、管理や、各種リスクの適切なコントロールを通して、財務の健全性と収益の確保を図る体制を

整備するため「総合リスク管理委員会」を設置して、当社グループのリスク管理、コンプライアンス及

び災害危機管理に関する事項についての協議を行っております。その実施状況を把握するために「総

合リスク管理委員会」を毎月開催し、さらに、必要事項について「取締役会」に報告する体制を整備し

ております。

また、当社のリスク管理基本方針に従い、当社グループにおいて第一種金融商品取引業を営む東海東

京証券株式会社では、「リスク管理委員会」を設置するとともに、関連規程を制定したうえで、市場リ

スク、信用リスク、流動性リスク等のリスク管理体制を整備しております。東海東京証券株式会社では

経営及び財務の健全性確保の観点から、最低限保持すべき「自己資本規制比率の目標値」を設定し、こ

の「目標値」保持をリスク管理運営上の基本方針としております。この「目標値」から導出されます

リスク上限を「リスク管理委員会」での審議を経て「取締役会」で決裁しております。なお、主要業務

である金融商品取引業務に関するリスク管理につきましては、売買を執行する部署から組織的・物理

的に独立したリスク管理部署が、日々、リスク、ポジション、損益を算出しリスクコントロールするとと

もに、東海東京証券株式会社の自己資本規制比率の状況も含めて経営及び関連部署に毎日報告する体

制となっております。また、「リスク管理委員会」を毎月開催してリスク管理に関する詳細な討議、報

告がなされております。

②  市場リスクの管理

当社グループにおいて第一種金融商品取引業を営む東海東京証券株式会社では、リスク管理規程に

基づき投資銀行本部が行う自己売買業務につきまして、市場リスク管理の基本的な事項を定め管理運

営しております。

東海東京証券株式会社では、最低限保持すべき「自己資本規制比率の目標値」から導出されたリス

ク上限の範囲内で、全社マーケットリスクの上限を取締役会で設定しております。さらに、全社マー

ケットリスクの上限の範囲内で、「リスク管理委員会」におきまして、自己ポジションを保有する所管

部署ごとに、各所管部ごとの予算・収益状況を勘案しつつＶaＲ(バリュー・アット・リスク)ベースの

ポジション枠を設定して市場リスクを制限し、また、所管部署ごとに期中・月中ロスリミット及びその

警戒ラインを設定し損失の拡大を未然に防止するとともに、社内規程を整備するなど、リスク管理全般

に係る機能強化を図り、過度なリスクテイクを牽制する管理体制を構築しております。
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ディーリング部門、トレーディング部門において保有するポジションに対する市場リスクの管理手

法としましては、ヒストリカルシミュレーション法によるＶaＲ(信頼区間99％、保有期間10日、観測期

間750日)による管理を採用し、ＶaＲに加えてストレス値(保有期間１日及び10日、観測期間750日)も計

測するとともに、リーマンショックなど過去の大きな市場変動を想定したストレステスト、保有期間１

日のＶaＲと日次損益のバックテスティングも日々実施しております。

また、流動性が低いために市場の混乱時などに取引できなくなる、又は通常より著しく不利な価格で

の取引を余儀なくされる市場流動性リスクを負うポジションを保有する所管部署につきましては、市

場流動性リスクポジション上限を設定して管理しております。

設定・配分された所管部署ごとのリスク枠、ロスリミットの使用状況、及び損益の状況や、ストレス

テストの状況、市場流動性リスクポジションの状況等は、自己売買部門から組織的・物理的に独立した

部署において日々把握・管理され経営へ報告されるとともに、月次開催の「リスク管理委員会」で市

場リスクの管理状況等の分析及び総括的な報告が行なわれております。

さらに、「取締役会」においても、毎月、市場リスクの管理状況につきまして報告が行なわれており

ます。

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

東海東京証券株式会社の自己売買業務の市場

リスク量(損失額の推計値)
72百万円 214百万円

（注）ＶaＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測して

おり、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉出来ない場合が

あります。

③  信用リスクの管理

当社グループにおいて第一種金融商品取引業を営む東海東京証券株式会社では、リスク管理規程に

基づき、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険を、あらかじめ定められ

た限度枠の範囲内に収めるように管理しております。そのために、東海東京証券株式会社では、最低限

保持すべき「自己資本規制比率の目標値」から導出されたリスク上限の範囲内で、全社与信リスクの

上限を取締役会で設定するとともに、全社与信リスク上限の範囲内におきまして、「リスク管理委員

会」にて商品別に与信リスク枠を設定し管理しております。さらに、取引相手先ごとにも取引先別与信

リスク枠を設定し管理しております。取引先別与信リスク枠の設定に際しましては、取引執行部門から

組織的・物理的に独立した部署において個別案件ごとに取引先の財務内容等を審査し、取引先の自己

資本、あるいは東海東京証券株式会社の自己資本等を勘案して与信枠の設定や取引の可否を与信枠決

裁権限に従い決定し、定期的な見直しも行っております。

また、取引約定後の与信残高の管理は、取引執行部署が関係部署と協力し、取引先の財務資料の定期

的な徴求や日頃の営業活動を通じ、取引先の信用状態の変化を把握しております。リスク管理部署は、

取引先の信用状態が悪化したときには、関係部署と協議し、承認済みの与信枠内で新規取引の停止や与

信枠の減額、取引条件の変更、担保徴求などの保全手段の確保等の対応を指示しております。

与信リスク額の算出につきましては、商品特性に応じて、カレントエクスポージャー方式、あるいは

ポテンシャルエクスポージャー方式を採用しており、取引執行部門から組織的・物理的に独立した部

署において日々把握・管理され経営へ報告されるとともに、月次開催の「リスク管理委員会」で与信

リスク管理の状況等の分析及び総括的な報告が行なわれております。

さらに、「取締役会」においても、毎月、与信リスクの管理状況につきまして報告が行なわれており

ます。
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④　資金調達に係る流動性リスクの管理

当社及び第一種金融商品取引業を営む東海東京証券株式会社では、流動性リスク管理規程に基づき、

適切な資金繰りリスク管理態勢の基本事項を定め運営しております。

当社では、資金調達に係る流動性リスクの認識と評価において資金調達に影響を及ぼすと考えられ

る自社の株価、風評等の情報を収集・分析して対応策を策定したうえ、資金繰りリスクの管理にあたっ

ては、連結子会社の業務内容を踏まえ、当該連結子会社の資金繰りの悪化が当社に影響を与える可能性

に応じ、その状況を把握・考慮した対応を行うこととしております。

また、当社グループにおいて第一種金融商品取引業を営む東海東京証券株式会社では、資金繰り管理

の適切性等を確保するため、資金繰り管理部署は、調達・運用に関する日々の各種資金繰り管理状況等

をもとに資金繰りの状況を正確に把握し、資金繰りに対する影響を早期に把握したうえ、月次・四半期

末等の資金繰りの見通しを策定して管理を行っており、資金繰りの状況及び予測について「取締役

会」等に毎月報告がなされております。リスク管理部署は、市場環境の変動等に対応した資金繰りにつ

いて必要に応じた管理を行い、資金繰りに対する影響を早期に把握したうえ、その情報は「取締役会」

等に報告がなされております。

なお、支払準備資産及び資金調達手段の確保等について資金繰り管理部署は、資金繰り逼迫度(平常

時、懸念時、危機時等)に応じた調達手段や、決済等に対する支払準備資産を確保するとともに、国内外

において即時売却可能或いは担保として利用可能な資産の保有や市中金融機関等から調達が行えるよ

う借入枠を設定するなど、危機時を想定した調達手段を確保しております。

　

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格等に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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２　金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

　

前連結会計年度(平成23年３月31日)

　
　

連結貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1)現金及び預金 62,243 62,243 ―

(2)預託金 19,094 19,094 ―

(3)商品有価証券等(資産) 172,240 172,240 ―

(4)信用取引資産 30,017 30,017 ―

(5)有価証券担保貸付金 314,071 314,071 ―

(6)短期差入保証金 13,079 13,079 ―

(7)有価証券及び投資有価証券 4,765 4,765 ―

　 資　産　計 615,512 615,512 ―

(1)商品有価証券等(負債) 121,188 121,188 ―

(2)信用取引負債 9,284 9,284 ―

(3)有価証券担保借入金 172,171 172,171 ―

(4)預り金 24,522 24,522 ―

(5)受入保証金 6,633 6,633 ―

(6)短期借入金 186,833 186,833 ―

(7)短期社債 9,000 9,000 ―

(8)１年内償還予定の社債 7,694 7,694 ―

　 負　債　計 537,329 537,329 ―

　  デリバティブ取引(資産) 4,627 4,627 ―

　  デリバティブ取引(負債) 2,457 2,457 ―

　 デリバティブ取引計 7,084 7,084 ―

(*)　デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計が適用されているものは該当ありません。

　

(注)１　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項　

資　産

(1)現金及び預金、(2)預託金、(4)信用取引資産～(6)短期差入保証金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

(3)商品有価証券等

　時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。

　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。

(7)有価証券及び投資有価証券

　これらの時価について、内規による時価算定基準に基づき、市場性のあるものは当該市場価格を時価としておりま

す。  

　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。
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負　債

(1)商品有価証券等

　時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。      

　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。

(2)信用取引負債～(8)１年内償還予定の社債

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」に記載しております。

　
２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

関連会社株式 5,621

その他有価証券
株式(非上場) 4,108

その他 1,504

合計 11,233

　上記金融商品については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握する

ことが極めて困難であるため、資産の「(7)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

　

３　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　
１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 988 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券 　 　 　 　

その他有価証券のうち満期があるもの(国債) 100 9 ― ―

合計 1,088 9 ― ―
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当連結会計年度(平成24年３月31日)

　
　

連結貸借対照表
計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1)現金及び預金 43,701 43,701 ―

(2)預託金 18,394 18,394 ―

(3)商品有価証券等(資産) 181,580 181,580 ―

(4)約定見返勘定 28,520 28,520 ―

(5)信用取引資産 24,405 24,405 ―

(6)有価証券担保貸付金 278,862 278,862 ―

(7)短期差入保証金 6,326 6,326 ―

(8)有価証券及び投資有価証券 3,824 3,824 ―

　 資　産　計 585,615 585,615 ―

(1)商品有価証券等(負債) 99,190 99,190 ―

(2)信用取引負債 12,320 12,320 ―

(3)有価証券担保借入金 143,126 143,126 ―

(4)預り金 14,242 14,242 ―

(5)受入保証金 4,561 4,561 ―

(6)短期借入金 218,246 218,246 ―

(7)短期社債 6,500 6,500 ―

(8)１年内償還予定の社債 9,387 9,387 ―

(9)長期借入金 3,700 3,700 ―

　 負　債　計 511,275 511,275 ―

　  デリバティブ取引(資産) 16,943 16,943 ―

　  デリバティブ取引(負債) 11,990 11,990 ―

　 デリバティブ取引計 28,933 28,933 ―

(*)　デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計が適用されているものは該当ありません。

　

(注)１　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項　

資　産

(1)現金及び預金、(2)預託金、(4)約定見返勘定～(7)短期差入保証金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

(3)商品有価証券等

　時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。

　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。

(8)有価証券及び投資有価証券

　これらの時価について、内規による時価算定基準に基づき、市場性のあるものは当該市場価格を時価としておりま

す。  

　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。
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負　債

(1)商品有価証券等

　時価の算定方法は、内規による時価算定基準によっております。      

　また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」に記載しております。

(2)信用取引負債～(8)１年内償還予定の社債

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(9)長期借入金

長期借入金は変動金利によるものであり、短期期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なってい

ないことから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、帳簿価額をもって時価としております。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」に記載しております。

　
２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

関連会社株式 5,978

その他有価証券
株式(非上場) 4,012

その他 1,582

合計 11,573

　上記金融商品については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握する

ことが極めて困難であるため、資産の「(8)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

　

３　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　
１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 1,109 ― ― ―

有価証券及び投資有価証券 　 　 　 　

その他有価証券のうち満期があるもの(国債) 100 10 ― ―

合計 1,209 10 ― ―

　
４　社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

　⑤連結附属明細表「社債明細表」及び「借入金明細表」に記載しております。
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(有価証券関係)

１ 商品有価証券等(売買目的有価証券)の時価

前連結会計年度(平成23年３月31日)

種類
資産に属するもの 負債に属するもの

連結貸借対照表
計上額(百万円)

損益に含まれた
評価差額(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

損益に含まれた
評価差額(百万円)

株式・ワラント 7,473 41 17,411 151

債券 157,443 429 103,202 75

受益証券等 7,323 10 574 13

当連結会計年度(平成24年３月31日)

種類
資産に属するもの 負債に属するもの

連結貸借対照表
計上額(百万円)

損益に含まれた
評価差額(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

損益に含まれた
評価差額(百万円)

株式・ワラント 9,487 341 17,348 △523

債券 157,937 1,079 81,801 △281

受益証券等 14,155 142 41 △1

２ 満期保有目的債券の時価等

該当事項はありません。
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３ その他有価証券の時価等

前連結会計年度(平成23年３月31日)

区分 種類
連結貸借対照表 
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株式 1,143 725 417

債券 ― ― ―

　①国債・地方債等 ― ― ―

　②社債 ― ― ―

　③その他 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 1,143 725 417

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株式 3,511 4,815 △1,303

債券 110 111 △0

　①国債・地方債等 110 111 △0

　②社債 ― ― ―

　③その他 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 3,621 4,926 △1,304

合計 4,765 5,652 △887

(注) 非上場株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極

めて困難と認められるため含めておりません。

当連結会計年度(平成24年３月31日)

区分 種類
連結貸借対照表 
計上額(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの

株式 593 491 101

債券 10 10 0

　①国債・地方債等 10 10 0

　②社債 ― ― ―

　③その他 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 603 501 102

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの

株式 3,121 4,273 △1,152

債券 100 101 △1

　①国債・地方債等 100 101 △1

　②社債 ― ― ―

　③その他 ― ― ―

その他 ― ― ―

小計 3,221 4,374 △1,153

合計 3,824 4,876 △1,051

(注) 非上場株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極

めて困難と認められるため含めておりません。
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４ 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

種類 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

株式 216 83 61

債券 10 ― ―

その他 18 ― ―

合計 245 83 61

　
当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

種類 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

株式 109 54 30

債券 ― ― ―

その他 53 ― ―

合計 163 54 30

　

５ 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度は、有価証券について346百万円(その他有価証券の株式319百万円、その他27百万円)

減損処理を行っております。

当連結会計年度は、有価証券について490百万円(その他有価証券の株式464百万円、その他26百万円)

減損処理を行っております。
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(デリバティブ取引関係)

１  ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(平成23年３月31日)

区分 種類
契約額
(百万円)

契約額のうち
１年超のもの
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引以外
の取引

為替予約取引 　 　 　 　

売建 15,020 ― △433 △433

買建 6,415 ― 119 119

通貨オプション取引 　 　 　 　

売建 34,210 25,667 1,776 243

買建 21,410 19,666 687 186

通貨スワップ 42,208 31,764 1,514 1,514

為替証拠金取引 　 　 　 　

売建 1,010 ― 44 44

買建 961 ― 5 5

(注) 為替予約取引、通貨スワップ及び為替証拠金取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

　

当連結会計年度(平成24年３月31日)

区分 種類
契約額
(百万円)

契約額のうち
１年超のもの
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引以外
の取引

為替予約取引 　 　 　 　

売建 17,682 ― 166 166

買建 14,450 ― △22 △22

通貨オプション取引 　 　 　 　

売建 86,997 49,046 3,248 1,001

買建 48,925 35,289 989 △351

通貨スワップ 47,290 40,266 1,491 1,491

為替証拠金取引 　 　 　 　

売建 1,505 ― 45 45

買建 1,445 ― 13 13

(注) 為替予約取引、通貨スワップ及び為替証拠金取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
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(2) 金利関連

前連結会計年度(平成23年３月31日)

区分 種類
契約額
(百万円)

契約額のうち
１年超のもの
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引

債券先物取引 　 　 　 　

売建 3,905 ― △2 △2

買建 558 ― 0 0

市場取引以外
の取引

金利スワップ取引 　 　 　 　

受取固定・支払変動 136,902 122,760 1,239 1,239

支払固定・受取変動 143,546 123,259 △1,371 △1,371

受取変動・支払変動 7,200 7,200 13 13

(注) 債券先物取引、金利スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

　

当連結会計年度(平成24年３月31日)

区分 種類
契約額
(百万円)

契約額のうち
１年超のもの
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引

債券先物取引 　 　 　 　

売建 4,961 ― △11 △11

買建 2,697 ― 0 0

市場取引以外
の取引

金利スワップ取引 　 　 　 　

受取固定・支払変動 139,529 96,061 3,905 3,905

支払固定・受取変動 140,482 96,006 △4,047 △4,047

受取変動・支払変動 9,700 4,700 21 21

(注) 債券先物取引、金利スワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
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(3) 株式関連

前連結会計年度(平成23年３月31日)

区分 種類
契約額
(百万円)

契約額のうち
１年超のもの
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引

株価指数先物取引 　 　 　 　

売建 11,891 ― 895 895

買建 13,279 ― △816 △816

株価指数オプション取引 　 　 　 　

売建 35,561 ― 57 78

買建 2,200 ― 0 △25

株券オプション取引 　 　 　 　

売建 ― ― ― ―

買建 275 ― 2 0

市場取引以外
の取引

特約付株券消費貸借取引 　 　 　 　

売建 210 ― 0 0

買建 763 ― 5 3

株券店頭オプション取引 　 　 　 　

売建 2,853 ― 174 3

買建 31,152 1,609 2,231 △178

　 エクイティスワップ取引 591 297 43 43

(注) 株価指数先物取引、エクイティスワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。

　

当連結会計年度(平成24年３月31日)

区分 種類
契約額
(百万円)

契約額のうち
１年超のもの
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引

株価指数先物取引 　 　 　 　

売建 33,685 ― △721 △721

買建 23,375 ― 598 598

株価指数オプション取引 　 　 　 　

売建 497,903 3,960 8,472 △1,822

買建 382,612 4,388 8,301 2,341

株券オプション取引 　 　 　 　

売建 ― ― ― ―

買建 1,004 ― 86 72

市場取引以外
の取引

特約付株券消費貸借取引 　 　 　 　

売建 414 ― 0 0

買建 1,032 ― 21 16

株券店頭オプション取引 　 　 　 　

売建 239 ― 10 1

買建 55,198 ― 5,794 1,424

　 エクイティスワップ取引 706 170 50 50

(注) 株価指数先物取引、エクイティスワップ取引についてはみなし決済損益を時価欄に記載しております。
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(4) 時価算定方法

内規による時価算定基準によっており、主な算定方法は以下のとおりです。

種類 算定方法

株券オプション取引、 主たる金融商品取引所が定める証拠金算定基準値段

株価指数オプション取引 　

為替予約取引 受取金額、支払金額をそれぞれ当該通貨の金利で現在価値に割引き、その

日の為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値

を控除した額

株価指数先物取引 主たる金融商品取引所が定める清算指数

債券先物取引 主たる金融商品取引所が定める清算値段

株券店頭オプション取引、

特約付株券消費貸借取引、

エクイティスワップ取引

金利、配当利回り、ボラティリティー、原証券価格、取引期間等を基に価格

算定モデルにより算出した現在価値

通貨オプション取引 スワップレート、ボラティリティー、コリレーション等を参考に受取又は

支払金額の将来価値を算出し、各通貨の金利で現在価値に割引き、その日

の為替レートで邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を

控除した額

金利スワップ取引、

通貨スワップ取引

スワップレート、ボラティリティー等を参考に受取又は支払金額の将来

価値を算出し、各通貨の金利で現在価値に割引き、その日の為替レートで

邦貨換算して算出した受取現在価値から支払現在価値を控除した額、た

だし、一定の条件の下に金銭の相互支払が発生あるいは消滅するような

取引は、受払いネットの金額の確率分布を勘案した将来価値を現在価値

に割引く方法で算出した額

為替証拠金取引 業者等の為替レートで邦貨換算した額

　

２  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。
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(退職給付関係)

１　採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、退職給付制度として確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を設け

ております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。なお、東海東京証券株式

会社は退職給付信託を設定しており、平成23年12月に545百万円を追加設定しております。

　
２　退職給付債務に関する事項

　

　 前連結会計年度 当連結会計年度

　 （平成23年３月31日） （平成24年３月31日）

①　退職給付債務 △10,443百万円 △10,890百万円

②　年金資産(退職給付信託を含む) 6,767 8,021

③　未積立退職給付債務(①＋②) △3,676 △2,869

④　未認識数理計算上の差異 2,367 1,800

⑤　未認識過去勤務債務(債務の減額) △496 △445

⑥　連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤) △1,805 △1,514

⑦　前払年金費用 ― ―

⑧　退職給付引当金(⑥－⑦) △1,805 △1,514

(注)　一部の連結会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　
３　退職給付費用に関する事項

　

　 前連結会計年度 当連結会計年度

　 (自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日

　  至 平成23年３月31日)  至 平成24年３月31日)

①　勤務費用　(注) 670百万円 642百万円

②　利息費用 195 195

③　期待運用収益 △89 △95

④　数理計算上の差異の費用処理額 398 444

⑤　過去勤務債務の費用処理額 △12 △50

⑥　退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 1,160 1,136

⑦　確定拠出年金に係る要拠出額 194 478

⑧　合計(⑥＋⑦) 1,355 1,615

(注)　簡便法を採用している連結会社の退職給付費用は「①勤務費用」に計上しております。

　
４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

　　期間定額基準

　

(2) 割引率

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日

 至 平成23年３月31日)  至 平成24年３月31日)

2.0％ 2.0％
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(3) 期待運用収益率

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成22年４月１日 (自 平成23年４月１日

 至 平成23年３月31日)  至 平成24年３月31日)

2.0％ 2.0％

　

(4) 数理計算上の差異の処理年数

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計年度から

費用処理することとしております。)

　

(5) 過去勤務債務の額の処理年数

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によります。)
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(ストック・オプション等関係)

１　費用計上額及び科目名

　 前連結会計年度 当連結会計年度

　販売費及び一般管理費の人件費 39百万円 57百万円

　

２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容
　

会社名 提出会社

新株予約権の名称 第１回新株予約権 第１回第２号新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役２名、執行役員４名、
従業員13名及び当社子会社の取締役
３名、執行役員・参与15名、従業員　　106
名、合計143名

当社子会社の執行役員・参与３名、　従
業員19名、合計22名

株式の種類及び付与数 普通株式  667,000株 普通株式  100,000株

付与日 平成21年８月31日 平成21年12月29日

権利確定条件

新株予約権の行使時において、当社又は
当社の連結子会社の取締役、執行役員、
又は従業員(従業員には当社又は当社の
連結子会社から他社への出向者を含
む。)たる地位を有することを要する。た
だし、任期満了に伴う退任、定年退職並
びに会社都合による退職等正当な理由
に基づきかかる地位を喪失した場合は
この限りではない。

新株予約権の行使時において、当社又は
当社の連結子会社の取締役、執行役員、
又は従業員(従業員には当社又は当社の
連結子会社から他社への出向者を含
む。)たる地位を有することを要する。た
だし、任期満了に伴う退任、定年退職並
びに会社都合による退職等正当な理由
に基づきかかる地位を喪失した場合は
この限りではない。

対象勤務期間 平成21年８月31日～平成23年８月31日平成21年12月29日～平成23年12月31日

権利行使期間 平成23年９月１日～平成26年８月31日平成24年１月１日～平成26年12月31日

　

会社名 提出会社

新株予約権の名称 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役２名、執行役員７名、従業
員８名及び当社子会社の取締役４名、執
行役員20名、従業員144名、合計185名

当社の取締役２名、執行役員・参事８
名、従業員９名及び当社子会社の取締役
５名、執行役員・参与21名、従業員139
名、合計184名

株式の種類及び付与数 普通株式  863,000株 普通株式  1,048,000株

付与日 平成23年１月５日 平成23年９月30日

権利確定条件

新株予約権の行使時において、当社又は
当社の連結子会社の取締役、執行役員、
又は従業員(従業員には当社又は当社の
連結子会社から他社への出向者を含
む。)たる地位を有することを要する。た
だし、任期満了に伴う退任、定年退職並
びに会社都合による退職等正当な理由
に基づきかかる地位を喪失した場合は
この限りではない。

新株予約権の行使時において、当社又は
当社の連結子会社の取締役、執行役員、
又は従業員(従業員には当社又は当社の
連結子会社から他社への出向者を含
む。)たる地位を有することを要する。た
だし、任期満了に伴う退任、定年退職並
びに会社都合(新株予約権者が有期の契
約に基づく従業員(契約社員)である場
合、会社都合とは当社又は当社の連結子
会社が契約更新をしないと一方的に申
し出ることをいう。)による退職等正当
な理由に基づきかかる地位を喪失した
場合はこの限りではない。

対象勤務期間 平成23年１月５日～平成25年１月31日平成23年９月30日～平成25年９月30日

権利行使期間 平成25年２月１日～平成28年１月31日平成25年10月１日～平成28年９月30日

(注)　株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(平成24年３月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

会社名 提出会社

新株予約権の名称 第１回新株予約権 第１回第２号新株予約権

権利確定前　　(株) 　 　

  前連結会計年度末 667,000 100,000

  付与 ― ―

  失効 22,000 ―

  権利確定 645,000 100,000

  未確定残 ― ―

権利確定後　　(株) 　 　

  前連結会計年度末 ― ―

  権利確定 645,000 100,000

  権利行使 ― ―

  失効 4,000 ―

  未行使残 641,000 100,000

　

会社名 提出会社

新株予約権の名称 第２回新株予約権 第３回新株予約権

権利確定前　　(株) 　 　

  前連結会計年度末 863,000 ―

  付与 ― 1,048,000

  失効 10,000 5,000

  権利確定 ― ―

  未確定残 853,000 1,043,000

権利確定後　　(株) 　 　

  前連結会計年度末 ― ―

  権利確定 ― ―

  権利行使 ― ―

  失効 ― ―

  未行使残 ― ―
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②　単価情報

会社名 提出会社

新株予約権の名称 第１回新株予約権 第１回第２号新株予約権

権利行使価格(円) 358 378

行使時平均株価(円) ― ―

付与日における公正な評価単価(円) 84.20 86.69

　

会社名 提出会社

新株予約権の名称 第２回新株予約権 第３回新株予約権

権利行使価格(円) 332 249

行使時平均株価(円) ― ―

付与日における公正な評価単価(円) 67.59 53.03

　
３　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単位の見積方法は以

下のとおりであります。

①　使用した評価技法　　　ブラック・ショールズ式

②　主な基礎数値及び見積方法

会社名 提出会社

新株予約権の名称　　　　　　 第３回新株予約権

株価変動性　　　　　　　　　(注)１ 　44.01％

予想残存期間　　　　　　　　(注)２ 3.51年

予想配当　　　　　　　　　　(注)３ 10円／株

無リスク利子率　　　　　　　(注)４ 0.25％

(注) １　平成20年１月９日から平成20年９月14日までと平成20年12月４日から平成23年９月30日までの株価実績に基

づき算出しております。

２　十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるも

のと推定して見積っております。

３　平成22年３月期から平成23年３月期の平均配当額によります。

４　予想残存期間に対応する国債利回りに基づき算出しております。

　

４　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方式を採

用しております。
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(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

繰延税金資産 　 　

　貸倒引当金 472百万円 432百万円

　未払事業税 53 103

　未払金 308 ―

　賞与引当金 731 636

　退職給付引当金 2,263 2,167

　役員退職慰労引当金 94 85

　金融商品取引責任準備金 68 58

　有価証券評価減 398 421

　減損損失 829 866

　その他 1,113 850

　小計 6,334 5,623

　繰越欠損金 585 694

　繰延税金資産計 6,920 6,317

　評価性引当額 △2,681 △2,890

　繰延税金資産合計 4,239 3,427

繰延税金負債 　 　

　退職給付信託設定益 1,253 1,122

　その他 66 166

　繰延税金負債合計 1,319 1,289

繰延税金資産の純額 2,919 2,138

　
(注)　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

流動資産－繰延税金資産 1,644百万円 1,000百万円

固定資産－繰延税金資産 1,275 1,137
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２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

法定実効税率 39.55％ 39.55％

（調整） 　 　

交際費等の永久差異 4.55 4.52

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△45.14 △9.55

繰越欠損金控除額 △10.77 △0.07

住民税均等割額 1.48 1.63

持分変動利益 △5.86 ―

持分法による投資利益 △3.20 △2.96

評価性引当額の増減額 △25.19 0.09

連結の未実現利益調整額等 43.63 8.72

法定実効税率変更による影響 ― 1.86

その他 1.75 2.63

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

0.80％ 46.43％

　

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平

成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に

関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布されたことに伴い、当連結会計年

度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年４月１日以降解消されるものに限る)にお

いて使用した法定実効税率は、前連結会計年度の39.55％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24

年４月１日から平成27年３月31日までのものは38.01％、平成27年４月１日以降のものについては

35.64％にそれぞれ変更しております。

　この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が88百万円減少し、当連結会計年

度に計上された法人税等調整額が88百万円増加しております。
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(賃貸等不動産関係)

当社及び一部の連結子会社では、愛知県その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等を有しており

ます。

前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は258百万円(賃貸収益は営業外収益に、

主な賃貸費用は営業外費用に計上)であり、当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益

は238百万円(賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

　 　 　

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

連結貸借対照表計上額

期首残高
(百万円)

7,224 7,012

期中増減額
(百万円)

△211 △221

期末残高
(百万円)

7,012 6,790

期末時価(百万円) 6,836 6,712

(注) １　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

　　 ２　期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増減額は減価償却費(212百万円)による減少であります。また、当連結

会計年度の主な増減額は減価償却費(222百万円)による減少であります。

     ３　期末の時価は、「不動産鑑定評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載して

おりません。

　

当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、セグメント情報については記載して

おりません。
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【関連情報】

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

有価証券の売買及び委託の媒介等における外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90％を

超えるため、記載を省略しております。

　

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。

　

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める特定の顧客が存在しな

いため記載を省略しております。

　

当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

１  製品及びサービスごとの情報

有価証券の売買及び委託の媒介等における外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90％を

超えるため、記載を省略しております。

　

２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており

ます。

　

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

　

３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、連結損益計算書の営業収益の10％以上を占める特定の顧客が存在しな

いため記載を省略しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　
【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

該当事項はありません。

　
当連結会計年度(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　

　
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 407円26銭 416円51銭

１株当たり当期純利益 15円50銭 9円45銭

(注)１  潜在株式調整後１株当たり当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株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 113,015 110,259

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 356 425

(うち新株予約権) (59) (114)

(うち少数株主持分) (297) (310)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 112,658 109,833

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(千株)

276,625 263,698

　　３　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益 　 　

  当期純利益(百万円) 4,318 2,545

  普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

  普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,318 2,545

  普通株式の期中平均株式数(株) 278,648 269,295

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

第１回新株予約権(新株予約権の数641千株)、第１回第

２号新株予約権(新株予約権の数100千株)、第２回新株

予約権(新株予約権の数853千株)及び第３回新株予約権

(新株予約権の数1,043千株)の概要は「第４提出会社の

状況」の「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりで

あります。

　

(重要な後発事象)

　　　該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

東海東京フィナンシャル・
ホールディングス株式会社

短期社債

平成23年　
　４月26日
～

平成24年　
３月26日

―
6,500
(6,500)

0.18
～
0.45

無担保社債

平成23年　
　７月26日
～

平成24年　
６月26日

普通社債

平成23年
１月27日
～

平成24年
３月７日

7,400
8,000
(8,000)

0.45
～
0.85

無担保社債

平成23年
７月28日
～

平成24年
９月11日

米ドル建
普通社債

平成23年
７月11日
～

平成24年
１月17日

―
821
(821)

0.40
～
0.42

無担保社債

平成23年
10月13日
～

平成24年
４月18日

他社株転
換条項付
社債

平成23年　
２月24日
～

平成24年　
３月28日

294
696
(566)

1.00
～
21.20

無担保社債

平成23年　
６月28日
～

平成25年
４月９日

東海東京証券株式会社 短期社債

平成23年　
１月５日
～

平成23年　
３月29日

9,000
 

―

0.20
～
0.35

無担保社債

平成23年　
４月５日
～

平成23年
７月20日

合計 ― ― 16,694
16,018
(15,887)

― ― ―

(注) １　「当期末残高」のうち(　)内は、１年内償還予定の金額であります。

２　当社が当連結会計年度中に発行した短期社債の総額は29,500百万円であり、当連結会計年度中に償還した金

額は23,000百万円であります。また、東海東京証券株式会社が当連結会計年度中に償還した金額は9,000百万

円であります。

３　当社が当連結会計年度中に発行した社債の総額は18,439百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は

16,651百万円であります。

４　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

15,887 130 ― ― ―
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【借入金等明細表】

　

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 186,723 218,246 0.23 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 110 60 1.54 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

2,940 3,640 2.09平成27年４月30日

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く)

─ ― ― ―

その他有利子負債(１年以内)
　信用取引借入金 7,525 9,686 0.77 ―

　有価証券貸借取引受入金 59,501 31,357 ― ―

　現先取引借入金 112,669 111,769 ― ―

合計 369,470 374,759 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりで

あります。

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

80 80 3,480 ―

　

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連

結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

　

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

営業収益 (百万円) 13,140 25,125 36,983 52,631

税金等調整前四半期
(当期)純利益

(百万円) 837 442 863 4,769

四半期(当期)純利益 (百万円) 568 357 633 2,545

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 2.06 1.30 2.34 9.45

　

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益
又は１株当たり四半期純
損失(△)

(円) 2.06 △0.78 1.04 7.25
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

（単位：百万円）

第99期
(平成23年３月31日)

第100期
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,666 1,490

立替金 11 0

短期貸付金 ※３
 4,189

※３
 12,201

前払金 11 －

前払費用 40 44

未収入金 56 677

未収還付法人税等 979 －

未収収益 123 118

デリバティブ債権 43 52

繰延税金資産 24 67

流動資産合計 10,145 14,652

固定資産

有形固定資産 ※１
 1,862

※１
 1,846

建物 277 247

構築物 0 0

工具、器具及び備品 325 340

土地 1,257 1,257

無形固定資産 12 9

ソフトウエア 12 9

その他 0 0

投資その他の資産 100,871 102,018

投資有価証券 8,233 7,231

関係会社株式 65,037 67,637

その他の関係会社有価証券 605 493

関係会社長期貸付金 25,536 25,344

長期差入保証金 87 87

長期前払費用 25 13

繰延税金資産 753 626

その他 808 796

貸倒引当金 △215 △211

固定資産合計 102,746 103,874

資産合計 112,892 118,527
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（単位：百万円）

第99期
(平成23年３月31日)

第100期
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

短期社債 － 6,500

1年内償還予定の社債 7,694 9,387

未払金 66 121

未払法人税等 － 967

未払費用 35 35

預り金 10 10

前受金 － 0

前受収益 325 324

賞与引当金 74 56

役員賞与引当金 25 18

デリバティブ債務 43 52

流動負債合計 8,274 17,474

固定負債

社債 － 130

退職給付引当金 － 26

その他 291 285

固定負債合計 291 441

負債合計 8,565 17,916

純資産の部

株主資本

資本金 36,000 36,000

資本剰余金

資本準備金 9,000 9,000

その他資本剰余金 23,885 23,885

資本剰余金合計 32,885 32,885

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 26,789 26,789

繰越利益剰余金 11,040 10,437

利益剰余金合計 37,830 37,227

自己株式 △1,416 △4,402

株主資本合計 105,299 101,710

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,032 △1,213

評価・換算差額等合計 △1,032 △1,213

新株予約権 59 114

純資産合計 104,326 100,611

負債純資産合計 112,892 118,527
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②【損益計算書】
（単位：百万円）

第99期
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

第100期
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

営業収益

関係会社受取配当金 4,807 1,027

関係会社貸付金利息 1,345 1,317

経営指導料 1,478 1,403

営業収益合計 ※４
 7,632

※４
 3,749

営業費用

販売費及び一般管理費 ※１
 1,738

※１
 1,765

金融費用 ※２
 77

※２
 74

営業費用合計 1,816 1,840

営業利益 5,815 1,908

営業外収益

受取配当金 408 379

受取家賃 193 189

その他 37 27

営業外収益合計 639 596

営業外費用

投資事業組合運用損 103 57

社債発行費 4 6

その他 3 10

営業外費用合計 111 74

経常利益 6,343 2,430

特別利益

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 52 233

貸倒引当金戻入額 70 －

特別利益合計 123 233

特別損失

固定資産売却損 ※３
 20 －

固定資産除却損 ※５
 5

※５
 1

投資有価証券売却損 61 8

投資有価証券評価損 237 407

特別損失合計 325 418

税引前当期純利益 6,141 2,246

法人税、住民税及び事業税 52 592

法人税等調整額 507 84

法人税等合計 559 676

当期純利益 5,582 1,569
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

第99期
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

第100期
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 36,000 36,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 36,000 36,000

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 9,000 9,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,000 9,000

その他資本剰余金

当期首残高 23,885 23,885

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 23,885 23,885

資本剰余金合計

当期首残高 32,885 32,885

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 32,885 32,885

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 26,789 26,789

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 26,789 26,789

繰越利益剰余金

当期首残高 9,093 11,040

当期変動額

剰余金の配当 △3,635 △2,172

当期純利益 5,582 1,569

当期変動額合計 1,946 △603

当期末残高 11,040 10,437
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(単位：百万円)

第99期
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

第100期
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

利益剰余金合計

当期首残高 35,883 37,830

当期変動額

剰余金の配当 △3,635 △2,172

当期純利益 5,582 1,569

当期変動額合計 1,946 △603

当期末残高 37,830 37,227

自己株式

当期首残高 △442 △1,416

当期変動額

自己株式の取得 △974 △2,986

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △973 △2,985

当期末残高 △1,416 △4,402

株主資本合計

当期首残高 104,326 105,299

当期変動額

剰余金の配当 △3,635 △2,172

当期純利益 5,582 1,569

自己株式の取得 △974 △2,986

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 972 △3,589

当期末残高 105,299 101,710

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △347 △1,032

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△685 △180

当期変動額合計 △685 △180

当期末残高 △1,032 △1,213

評価・換算差額等合計

当期首残高 △347 △1,032

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△685 △180

当期変動額合計 △685 △180

当期末残高 △1,032 △1,213

新株予約権

当期首残高 20 59

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39 54

当期変動額合計 39 54

当期末残高 59 114
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(単位：百万円)

第99期
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

第100期
(自 平成23年４月１日
　至 平成24年３月31日)

純資産合計

当期首残高 103,999 104,326

当期変動額

剰余金の配当 △3,635 △2,172

当期純利益 5,582 1,569

自己株式の取得 △974 △2,986

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △645 △125

当期変動額合計 326 △3,714

当期末残高 104,326 100,611
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【重要な会計方針】

１　有価証券の評価基準及び評価方法

  子会社株式及び関連会社株式

    移動平均法に基づく原価法によっております。

  その他有価証券

    時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価等をもって貸借対照表価額とし、移動平均法による取得原価との評

価差額を全部純資産直入する方法によっております。

    時価のないもの

移動平均法に基づく原価法によっております。

　
２　デリバティブの評価基準及び評価方法

  デリバティブ

    時価法によっております。

　
３　固定資産の減価償却の方法

  有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)につい

ては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す。

建物　　　　　　　　２～47年

工具、器具及び備品  ４～15年

無形固定資産及び長期前払費用(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法を採用しており

ます。

　
４　引当金の計上基準

貸倒引当金

貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討のうえ、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、当社所定の計算方法により算出した支給見込額を計上して

おります。

役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末要支給見積額を計上しております。

なお、退職給付引当金の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　
５　その他財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理方法
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消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

　②　連結納税制度の適用

当事業年度より、当社及び国内の完全子会社６社は、当社を連結親法人とする連結納税制度を適用して

おります。

　

　
【追加情報】

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用 

　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号　平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日)を適用しております。

 

EDINET提出書類

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)

有価証券報告書

110/126



　

【注記事項】

(貸借対照表関係)

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

　
第99期

(平成23年３月31日)
第100期

(平成24年３月31日)

建物 546百万円 577百万円

構築物 6 7

工具、器具及び備品 11 14

計 565 598

　
  ２　保証債務の残高

      関係会社の金融機関借入金等に対する債務保証

　
第99期

(平成23年３月31日)
第100期

(平成24年３月31日)

東海東京証券株式会社 20,886百万円 －

東海東京証券香港 15 1百万円

計 20,901 1

　

※３　関係会社に対する資産は、次のとおりであります。

　
第99期

(平成23年３月31日)
第100期

(平成24年３月31日)

短期貸付金 4,189百万円 12,201百万円
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(損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費の主な内訳

　
第99期

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

第100期
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

役員報酬 144百万円 145百万円

従業員給料 512 526

福利厚生費 96 117

賞与引当金繰入 74 56

役員賞与引当金繰入 25 18

退職給付費用 ― 26

不動産費 189 180

事務委託費 215 239

減価償却費 53 48

　
※２　金融費用の内訳

　
第99期

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

第100期
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

社債利息 39百万円 85百万円

デリバティブ損益 14 △25

支払保証料 24 15

　

※３　固定資産売却損の内訳

　
第99期

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

第100期
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

投資その他の資産 　 　

  ゴルフ会員権 20百万円 －

　
※４　営業収益は、全て関係会社からの収入であります。

　
※５　固定資産除却損の内訳

　
第99期

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

第100期
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

工具、器具及び備品 1百万円 －

投資その他の資産 　 　

  ゴルフ会員権 4 1百万円
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(株主資本等変動計算書関係)

第99期(自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 926,678 3,030,661 395 3,956,944

(注) １　自己株式(普通株式)の増加は、取締役会決議による自己株式の取得3,000,000株及び単元未満株式の買取りに

よる30,661株であります。

２　自己株式(普通株式)の減少は、単元未満株式の買増請求によるものであります。

　

第100期(自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 3,956,944 12,930,119 3,367 16,883,696

(注) １　自己株式(普通株式)の増加は、取締役会決議による自己株式の取得12,911,000株及び単元未満株式の買取りに

よる19,119株であります。

２　自己株式(普通株式)の減少は、単元未満株式の買増請求によるものであります。

　

(有価証券関係)

第99期(平成23年３月31日)

子会社株式(貸借対照表額63,034百万円)及び関連会社株式(貸借対照表額2,003百万円)、その他の関

係会社有価証券(貸借対照表額605百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められるため記載しておりません。

　

第100期(平成24年３月31日)

子会社株式(貸借対照表額65,634百万円)及び関連会社株式(貸借対照表額2,003百万円)、その他の関

係会社有価証券(貸借対照表額493百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められるため記載しておりません。

　

EDINET提出書類

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)

有価証券報告書

113/126



　

(税効果会計関係)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　
第99期

(平成23年３月31日)
第100期

(平成24年３月31日)

繰延税金資産 　 　

　関係会社株式 736百万円 663百万円

　貸倒引当金 85 75

　賞与引当金 29 21

　投資有価証券評価損 188 224

　減損損失 777 696

　その他 533 515

　繰延税金資産計 2,350 2,195

　評価性引当額 △1,562 △1,447

　繰延税金資産合計 787 748

繰延税金負債 　 　

　その他 9 54

　繰延税金負債合計 9 54

繰延税金資産の純額 778 694

　
(注)　繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

　
第99期

(平成23年３月31日)
第100期

(平成24年３月31日)

流動資産－繰延税金資産 24百万円 67百万円

固定資産－繰延税金資産 753 626

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　
第99期

(平成23年３月31日)
第100期

(平成24年３月31日)

法定実効税率 39.55％ 39.55％

　(調整) 　 　

交際費等の永久差異 0.16 1.52

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△31.68 △18.49

住民税均等割額 0.10 0.28

役員賞与 0.16 0.32

評価性引当額の増減額 0.74 2.97

法定実効税率変更による影響 ― 3.13

その他 0.08 0.86

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

9.11 30.14
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３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成

23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関

する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰

延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年４月１日以降解消されるものに限る)において使

用した法定実効税率は、前事業年度の39.55％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年４月１日

から平成27年３月31日までのものは38.01％、平成27年４月１日以降のものについては35.64％にそれぞ

れ変更しております。 

  この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が70百万円減少し、当事業年度に

計上された法人税等調整額が70百万円増加しております。 
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(１株当たり情報)

　

　
第99期

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

第100期
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 376円92銭 381円10銭

１株当たり当期純利益 20円3銭 5円83銭

(注)１  潜在株式調整後１株当たり当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株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
第99期

(平成23年３月31日)
第100期

(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 104,326 100,611

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 59 114

(うち新株予約権) (59) (114)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 104,266 100,496

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式

の数(千株)
276,625 263,698

３　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
第99期

(自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日)

第100期
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

１株当たり当期純利益 　 　

　当期純利益(百万円) 5,582 1,569

　普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

　普通株式に係る当期純利益(百万円) 5,582 1,569

　普通株式の期中平均株式数(千株) 278,648 269,295

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

第１回新株予約権(新株予約権の数641千株)、第１回第２

号新株予約権(新株予約権の数100千株)、第２回新株予約

権(新株予約権の数853千株)及び第３回新株予約権(新株

予約権の数1,043千株)の概要は「第４提出会社の状況」

の「(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりでありま

す。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】
　

　 銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

　 キャプラマネジメントLIMITED 　 20,202 903

　 中京テレビ放送株式会社 　 41,500 598

　 国泰君安国際控股有限公司 　 20,000,000 497

　 株式会社山口フィナンシャルグループ 　 431,000 324

投資有価証券
ＭＴＨ　プリファード　キャピタル　１
(ケイマン)リミテッド

　 300 300

（その他有価証券） むさし証券株式会社 　 638,200 299

　 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 　 32,655 288

　 株式会社中京銀行 　 1,340,000 286

　 カネ美食品株式会社 　 100,000 272

　 株式会社愛知銀行 　 51,600 258

　 その他(154銘柄) 　 6,259,029 3,120

　 計 　 28,914,486 7,149

　

【その他】

　
　

　 銘柄 投資口数等
貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券
投資事業組合出資金等(４銘柄) 3,211口 81

(その他有価証券)

　 計 ― 81
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 824 0 ― 824 577 30 247

　構築物 7 ― ― 7 7 0 0

工具、器具及び備品 337 17 ― 354 14 2 340

　土地 1,257 ― ― 1,257 ― ― 1,257

有形固定資産計 2,427 17 ― 2,445 598 33 1,846

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　ソフトウエア ― ― ― 13 4 2 9

　その他 ― ― ― 0 0 0 0

無形固定資産計 ― ― ― 14 4 2 9

長期前払費用 37 0 ― 37 24 12 13

(注)　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記

載を省略しております。

　

【引当金明細表】

　

区分
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金　　　　　 215 ― ― 3 211

賞与引当金 74 56 74 ― 56

役員賞与引当金 25 18 25 ― 18

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、貸倒懸念債権の回収による戻入額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部
　

(イ)現金及び預金

内訳 金額(百万円)

当座預金 44

普通預金 1,439

その他 6

計 1,490

　

(ロ)短期貸付金

内訳 金額(百万円)

東海東京証券株式会社 10,821

東海東京インベストメント株式会社 980

東海東京サービス株式会社 250

東海東京ビジネスサービス株式会社 150

計 12,201

　

(ハ)関係会社株式

内訳 金額(百万円)

東海東京証券株式会社 58,902

東海東京インベストメント株式会社 2,834

ワイエム証券株式会社 1,076

東海東京証券香港 926

東海東京証券ヨーロッパ　 721

その他 3,176

計 67,637

　

(ニ)関係会社長期貸付金

内訳 金額(百万円)

東海東京証券株式会社 25,000

東海東京ビジネスサービス株式会社 344

計 25,344

　

負債の部

　

(イ)短期社債 6,500百万円

発行年月、利率等については、「１連結財務諸表等」の⑤連結附属明細表(社債明細表)に記載してお

ります。

　

(ロ)１年内償還予定の社債 9,387百万円

発行年月、利率等については、「１連結財務諸表等」の⑤連結附属明細表(社債明細表)に記載してお

ります。

　

(3) 【その他】

特記事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り・
買増し(注)

　

　 （特別口座）

　　取扱場所
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社　本店

　 　

　 （特別口座）

　　株主名簿管理人
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

「当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞社及び中日新聞社
に掲載しておこなう。」 
　なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
　http://www.tokaitokyo-fh.jp

株主に対する特典 なし

(注) １ 当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権

利を行使することができません。

　　　（1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　（2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　（3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

　　　（4）株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

２ 株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社は、平成24年４月１日をもって

住友信託銀行株式会社及び中央三井アセット信託銀行株式会社と合併し、商号を「三井住友信託銀行株式会

社」に変更したため、以下のとおり商号・住所等が変更となっております。

　取扱場所　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

                        三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　株主名簿管理人　　  　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

                        三井住友信託銀行株式会社

（特別口座）　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

                        三井住友信託銀行株式会社
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券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、
その確認書

事業年度
(第99期)

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

　 平成23年６月29日
関東財務局長に提出。

　

(2)内部統制報告書 事業年度
(第99期)

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

　 平成23年６月29日
関東財務局長に提出。

　

(3)四半期報告書
及びその確認書

第100期第１四
半期報告書

自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

　 平成23年８月12日
関東財務局長に提出。

　 　 第100期第２四
半期報告書

自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日

　 平成23年11月14日
関東財務局長に提出。

　 　 第100期第３四
半期報告書

自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日

　 平成24年２月14日
関東財務局長に提出。

　

(4)臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第９号の２の規定に基づく
臨時報告書(株主総会における議決権行
使の結果)

　 平成23年６月30日
関東財務局長に提出。

　 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第２号の２の規定に基づく
臨時報告書(ストックオプション制度に
伴う新株予約権発行)

　 平成23年９月26日
関東財務局長に提出。

　 　 企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第３号の規定に基づく臨時
報告書(特定子会社の異動)

　 平成23年10月28日
関東財務局長に提出。

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

　 平成24年５月22日
関東財務局長に提出。

　

(5)有価証券報告書
の訂正報告書
及びその確認書

事業年度
(第99期)

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

　 平成23年11月14日
関東財務局長に提出。

　

(6)四半期報告書
の訂正報告書
及びその確認書

第99期第２四
半期報告書

自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日

　 平成23年11月14日
関東財務局長に提出。

　 　
第99期第３四
半期報告書

自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日

　
平成23年11月14日
関東財務局長に提出。
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(7)臨時報告書の
訂正報告書

平成23年９月26日提出の臨時報告書に
かかる訂正報告書

　
平成23年10月３日
関東財務局長に提出。

　

(8)自己株券買付状況
報告書

　 　 　
平成23年７月７日
平成23年８月10日

　 　 　 　 　
平成23年９月８日
平成23年10月６日
平成23年12月８日

　 　 　 　 　
平成24年１月11日
関東財務局長に提出。
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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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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成２４年６月２７日

　

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 　

　 取　締　役　会　御　中 　

　

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    水    上    圭    祐    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    青　　木　　裕　　晃    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    川        　薫    ㊞

　
＜財務諸表監査＞

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」

に掲げられている東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の平成２３年４月１日から平成２４

年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益

計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　
連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から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監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証

を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査

手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ

いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな

いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸

表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその

適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討するこ

とが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成２４年３月３１日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東海東京フィナ

ンシャル・ホールディングス株式会社の平成２４年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行っ

た。

　
内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる

財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない

可能性がある。

　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る

内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法

人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠

を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼

性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制

の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示

を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　
監査意見

当監査法人は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社が平成２４年３月３１日現在の財務

報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認

められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、す

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　
利害関係

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
　

(※)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２　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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独立監査人の監査報告書
　

　

平成２４年６月２７日

　

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 　

　 取　締　役　会　御　中 　

　

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    水    上    圭    祐    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    青　　木　　裕　　晃    ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小    川        　薫    ㊞

　

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」
に掲げられている東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の平成２３年４月１日から平成２４
年３月３１日までの第１００期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
　
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から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監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の平成２４年３月３１日現在の財政状態及び同日
をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
利害関係
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
　

(※)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。 

２　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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