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第108期 事業報告、連結計算書類
の内容ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果
の報告の件

第108期 計算書類の内容の報告の件



「招集ご通知」18～22頁をご参照ください



わが国経済の状況
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日経平均株価

期初 18,983円

最安値 18,335円

最高値 24,124円

円

期末 21,454円



売買高：18億94百万株（前期比 ▲3億57百万株）

売買代金：2兆9,570億円（前期比 ＋4,416億円）

売買高・売買代金（平均）
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第106回定時株主総会

制度信用取引残高の推移

制度信用取引買い残高

制度信用取引売り残高
(期初)5,800億円台

《ﾋﾟｰｸ》 8,300億円台

(期初)2兆350億円台 (期末)2兆8,700億円台

(期末)4,800億円台<ﾎﾞﾄﾑ>

億円

<ﾎﾞﾄﾑ> 1兆8,000億円台

《ﾋﾟｰｸ》 2兆9,800億円台



貸付金総残高（期中平均）

6,702億円 （前期比 ＋2,029億円）
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連結営業収益
・貸借取引における有価証券貸付料が増収

263億33百万円 （前期比 ＋14.2％）

連結営業費用

133億30百万円 （前期比 ＋12.1％）

一般管理費

91億21百万円 （前期比 ＋9.0％）



連結営業利益

38億81百万円 （前期比 ＋38.5％）

連結経常利益
・持分法による投資利益の拡大

46億85百万円 （前期比 ＋29.7％）

親会社株主に帰属する当期純利益

42億25百万円 （前期比 ＋37.3％）



「招集ご通知」19～20頁をご参照ください



営業収益 132億53百万円 （前期比 ＋23.6％）

貸付金(融資)
貸付有価証券(貸株)

3,501億円 (前期比 ＋847億円)

3,661億円 (前期比 ＋747億円)
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貸付金平均残高

414億円 （前期比 ▲34億円）

営業収益 9億8百万円 （前期比 ＋0.1％）
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一般貸株部門がフェイル回避目的の借株需要

により大幅な増収

債券営業部門も貸付残高の増加等により増収

営業収益 50億35百万円 （前期比 ＋13.1％）



投資信託の分配金収入および保有国債等の
売却益がともに増加

保有国債等の利息収入が大きく減少

営業収益 32億90百万円 （前期比 ▲1.1％）



信託銀行業務
•金利低下に伴い貸付金利息が減収

•信託報酬および保有国債等の売却益が増加

不動産賃貸業務

営業収益 8億73百万円 （前期比 ＋0.9％）

営業収益 29億71百万円 （前期比 ＋6.4％）



「招集ご通知」29頁をご参照ください



資 産 負 債

4兆9,609億円

（＋3,158億円）

4兆8,171億円

（＋3,117億円）

純資産

1,438億円

（＋40億円）

「営業貸付金」 、
「借入有価証券代り金 」の増加

「コールマネー」、「コマー
シャル・ペーパー」の増加



連結営業利益

38億81百万円 （前期比 ＋38.5％）

連結経常利益

46億85百万円 （前期比 ＋29.7％）

親会社株主に帰属する当期純利益

42億25百万円 （前期比 ＋37.3％）

「招集ご通知」30頁をご参照ください



「招集ご通知」31頁をご参照ください

純資産合計（期初） 1,397億12百万円

剰余金の配当 ▲18億33百万円

親会社株主に帰属する
当期純利益

42億25百万円

自己株式の取得・処分 ▲8億87百万円

その他の包括利益累計額 25億94百万円

純資産合計（期末） 1,438億11百万円



•貸借対照表

•損益計算書

•株主資本等変動計算書

「招集ご通知」32～34頁に記載しております



•当社グループの財産

および損益の状況の推移

•主要な事業内容

•営業所

•設備投資の状況

•使用人の状況

•子会社の状況

•主要な借入先および
借入額

•株式に関する事項

•会社役員に関する事項

「招集ご通知」22～28頁に記載しております



•会計監査人に関する事項

•業務の適正を確保するための体制および

当該体制の運用状況に関する事項

•連結注記表、個別注記表

当社ウェブサイト（http://www.jsf.co.jp/）

に掲載しております



「招集ご通知」21頁をご参照ください



資金・有価証券関連業務にかか
るノウハウや市場における中立
性を活かして既存ビジネスを強化

高い信用力をバックに内外の新
しいニーズを積極的に取り込む



第5次中期経営計画における主な取組み

証券市場のインフラとしての貸借取引業務の強化

・海外投資家に対するプロモーション（信用取引・貸借取引の利用促進）
・貸借取引制度の普及活動（東京証券取引所と連携）
・当社ホームページを通じた貸借取引に関する情報提供の拡充

内外の金融商品取引業者等への柔軟な対応

・決済期間短縮化に伴う国債・株式の借入需要の高まりを見据えた調達先の拡充
・非居住者との直接取引や外国有価証券を活用した取引拡大

業務管理体制の強化

・有価証券運用の多様化や外国有価証券の取扱い拡大に伴うリスク管理体制の充実
・関東広域災害やサイバーインシデントの発生等を念頭に業務継続体制の強化



取得株式：150万株

2018年5月14日開催の取締役会において決議

【自己株式取得にかかる決議の内容】

取得する株式の総数：100万株（上限）

取得価額の総数：8億円（上限）

取得期間：2018年6月6日から2019年3月22日まで

2017年度

2018年度

取得金額：約9億円



「招集ご通知」5～17頁をご参照ください



期末配当金

1株につき17円

第1号議案

剰余金の処分の件



•単元未満株式の買増制度の導入

•役員との責任限定契約にかかる
規定の新設

第2号議案

定款一部変更の件



① 増渕 稔

② 小林 英三

③ 樋口 俊一郎

④ 福島 賢二

⑤ 前田 和宏

第3号議案

取締役9名選任の件

⑥ 岡田 豊

⑦ 今井 敬

⑧ 前 哲夫

⑨ 篠塚 英子



平間 靖浩

第4号議案

監査役1名選任の件



出縄 正人

第5号議案

補欠監査役1名選任の件





第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役9名選任の件

第4号議案 監査役1名選任の件

第5号議案 補欠監査役1名選任の件





株主各位のご協力に対し、厚くお礼
申し上げます。

本日は、ご来場頂きましてまことに
有難うございました。


