
第109回定時株主総会
2019年6月25日（火）







第109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109期 計算書類の内容の報告の件



「招集ご通知」20～22頁をご参照ください





日経平均株価

期初 21,388円

最安値 19,155円

最高値 24,270円

円

期末 21,205円



売買高：15億85百万株（前期比 ▲3億09百万株）

売買代金：2兆8,551億円（前期比 ▲1,019億円）

売買高・売買代金（平均）



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) 5,000億円

6,800億円台 《ﾋﾟｰｸ》 4,100億円 <ﾎﾞﾄﾑ>

億円

2兆1,300億円

(期初) 2兆9,000億円 《ﾋﾟｰｸ》

(期末) 1兆7,900億円 <ﾎﾞﾄﾑ>

2兆4,800億円

(期末) 5,900億円



貸付金総残高（期中平均）

7,966億円 （前期比 ＋1,264億円）



連結営業収益
∵貸借取引における有価証券貸付料が減収

243億21百万円 （前期比 ▲ 7.6％）

連結営業費用

122億84百万円 （前期比 ▲ 7.9％）

一般管理費

80億56百万円 （前期比 ▲11.7％）



連結営業利益

39億81百万円 （前期比 ＋ 2.6％）

連結経常利益
∵受取配当金 増加、持分法による投資利益 拡大

50億46百万円 （前期比 ＋ 7.7％）

親会社株主に帰属する
∵繰越欠損金解消などに伴う税金負担の増加

37億65百万円 （前期比 ▲10.9％）



「招集ご通知」21～22頁をご参照ください



営業収益 96億61百万円 （前期比 ▲27.1％）

貸付金(融資)

貸付有価証券(貸株)

2,842億円 (前期比 ▲ 659億円)

2,616億円 (前期比 ▲1,045億円)

※平均残高



貸付金平均残高

811億円 （前期比 ＋348億円）

営業収益 12億42百万円 （前期比 ＋35.4％）



有価証券貸付業務

• 債券営業部門で貸付残高の増加、現先取引の再開
により大幅に増収

• 一般貸株部門で貸付残高の増加

営業収益 64億80百万円 （前期比 ＋28.7％）

その他業務

• 外国国債の売却益は減少

• 外貨取引にかかる為替差益が寄与

営業収益 35億86百万円 （前期比 ＋9.3％）



信託銀行業
•信託報酬は増加

•保有国債等の売却益が減少

不動産賃貸業

営業収益 8億84百万円 （前期比 ＋1.3％）

営業収益 24億67百万円 （前期比 ▲17.0％）



「招集ご通知」31頁をご参照ください



資 産 負 債

5兆2,913億円

（＋3,312億円）

5兆1,505円

（＋3,342億円）

純資産

1,407億円

（▲30億円）

「現金及び預金 」、
「買現先勘定」 の増加

「コールマネー」、
「売現先勘定」 の増加



連結営業利益

39億81百万円 （前期比 ＋ 2.6％）

連結経常利益

50億46百万円 （前期比 ＋ 7.7％）

親会社株主に帰属する当期純利益

37億65百万円 （前期比 ▲10.9％）

「招集ご通知」32頁をご参照ください



「招集ご通知」33頁をご参照ください

純資産合計（期初） 1,438億11百万円

剰余金の配当 ▲26億66百万円

親会社株主に帰属する

当期純利益
37億65百万円

自己株式の取得 ▲13億04百万円

自己株式の処分 17百万円

その他の包括利益累計額 ▲28億29百万円

純資産合計（期末） 1,407億93百万円



•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」34～36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

•従業員の状況

•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」24～30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」23頁をご参照ください





第５次中期経営計画における主な取組み

信用取引・貸借
取引の利用促進

発行会社・証券会

社向け普及活動

海外投資家向け

プロモーション

PTS信用取引対応

株式の決済期間
短縮化への対応

「証券市場の

インフラの担い手」

株式調達先の拡大

新たな貸株

スキームの導入

多様化するニーズ
への柔軟な対応

外貨建て資産

の取扱い拡大

取引スキーム

の高度化

投資指標の開発



取得株式：200万株

2019年5月15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 ： 7億円（上限）

取得期間 ： 2019年5月16日から

2020年3月23日まで

2018年度

2019年度

取得金額：約12億円



「招集ご通知」5～19頁をご参照ください



期末配当金

１株につき １１円

第1号議案

剰余金の処分の件



指名委員会等設置会社への移行 等

第2号議案

定款一部変更の件



① 小幡 尚孝

② 杉野 翔子

③ 飯村 修也

第3号議案

取締役５名選任の件

④ 櫛田 誠希

⑤ 奈須野 博





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５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、ご来場頂きまして誠に
ありがとうございました。
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