
 

 

有価証券報告書の訂正報告書 

 

（証券取引法第 24 条の 2 第 1 項に基づく報告書） 

事業年度  自 平成 14 年 4 月 1 日 

（第 66 期）  至 平成 15 年 3 月 31 日 

 

本書は、証券取引法第 27 条の 30 の 2 に規定する開示用電子情報処理 

組織（EDＩNET）を使用して平成 15 年 9 月 25 日に提出したデ-タを出力・印刷 

したものであります。 
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【表紙】  

【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条の2第1項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成15年9月25日 

【事業年度】 第66期(自 平成14年４月１日 至 平成15年３月31日) 

【会社名】 株式会社大和証券グループ本社 

【英訳名】 Daiwa Securities Group Inc. 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  原   良 也   

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町２丁目６番４号 

【電話番号】 03(3243)2100 

【事務連絡者氏名】 財務部長  高 田 廣 央 

【最寄りの連絡場所】 同上 

【電話番号】 同上 

【事務連絡者氏名】 同上 

【縦覧に供する場所】 大和証券株式会社 大阪支店 

 (大阪市北区曽根崎新地１丁目13番20号) 

 大和証券株式会社 名古屋支店 

 (名古屋市中区錦３丁目15番30号) 

 大和証券株式会社 横浜支店 

 (横浜市中区尾上町２丁目20番地) 

 大和証券株式会社 神戸支店 

 (神戸市中央区三宮町１丁目２番４号) 

 大和証券株式会社 千葉支店 
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 (千葉市中央区富士見２丁目２番３号) 

 大和証券株式会社 大宮支店 

 (さいたま市大宮区宮町１丁目89番地) 

 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社大阪証券取引所 

 (大阪市中央区北浜１丁目６番10号) 

 株式会社名古屋証券取引所 

 (名古屋市中区栄３丁目３番17号) 

(注) 上記の内、大和証券株式会社の大阪、名古屋、横浜、神戸、千葉および大宮の各支店は証券取

引法の規定による備置場所ではありませんが、投資者の便宜を図るために備え置きます。 
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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成15年6月27日に提出いたしました第66期（自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日）有価証

券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告

書を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報    

第5 経理の状況  

1 連結財務諸表等 

注記事項 

（有価証券及びデリバティブ取引関係） 

2 有価証券及びデリバティブ取引  

(1)トレーディングに係るもの 

② デリバティブ取引 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。 
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第一部 【企業情報】    

第5 【経理の状況】  

1 【連結財務諸表等】 

注記事項 

（有価証券及びデリバティブ取引関係） 

2 有価証券及びデリバティブ取引  

(1)トレーディングに係るもの 

② デリバティブ取引 

 

（訂正前） 
  

前連結会計年度 
(平成14年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成15年３月31日) 

資産 負債 資産 負債 種類 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

契約額等

(百万円)

時価 
(百万円)

契約額等

(百万円)

時価 
(百万円) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円)

オプション取引 1,226,593 22,565 1,362,462 29,642 1,142,204 24,045 1,182,313 24,827

為替予約取引 317,006 1,161 150,664 1,061 342,077 3,050 452,987 2,243

先物・先渡取引 643,309 11,100 124,090 3,005 377,827 12,405 636,216 16,054

スワップ取引 15,511,960 311,357 14,762,205 273,159 17,084,194 537,186 16,875 480,844

その他 8,196 116 707 9 7,500 1,337 9,810 114

クレジットリザーブ ― △1,216 ― ― ― △1,482 ― ―

(注) 時価の算定方法 

株価指数先物取引 各証券取引所が定める清算指数 

株券オプション取引、 
株価指数オプション取引 

各証券取引所が定める証拠金算定基準値段 

債券先物取引 各証券取引所が定める清算値段 

金利先物取引 各金融先物取引所が定める清算値段 

債券オプション取引 各証券取引所が定める証拠金算定基準値段 

金利オプション取引 各金融先物取引所が定める清算価格 

選択権付債券売買取引 原証券の時価、ボラティリティ、金利等を基準として業者間気配を参考に算
出した価格 

金利先渡取引、 
金利スワップ取引 

金利、ボラティリティ等を基に全ての予想キャッシュフローを計算し、現在
の価値に割り引いた額 

為替予約取引 各通貨のキャッシュフローを計算し、現在価値に割り引き邦貨換算した額 

通貨スワップ取引 将来授受されるキャッシュフローを各通貨毎の短期金利、スワップレートを
基に現在価値に割り引いた額 
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（訂正後） 
  

前連結会計年度 
(平成14年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成15年３月31日) 

資産 負債 資産 負債 種類 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

契約額等

(百万円)

時価 
(百万円)

契約額等

(百万円)

時価 
(百万円) 

契約額等 
(百万円) 

時価 
(百万円)

オプション取引 1,226,593 22,565 1,362,462 29,642 1,142,204 24,045 1,182,313 24,827

為替予約取引 317,006 1,161 150,664 1,061 342,077 3,050 452,987 2,243

先物・先渡取引 643,309 11,100 124,090 3,005 377,827 12,405 636,216 16,054

スワップ取引 15,511,960 311,357 14,762,205 273,159 17,084,194 537,186 16,875,327 480,844

その他 8,196 116 707 9 7,500 1,337 9,810 114

クレジットリザーブ ― △1,216 ― ― ― △1,482 ― ―

(注) 時価の算定方法 

株価指数先物取引 各証券取引所が定める清算指数 

株券オプション取引、 
株価指数オプション取引 

各証券取引所が定める証拠金算定基準値段 

債券先物取引 各証券取引所が定める清算値段 

金利先物取引 各金融先物取引所が定める清算値段 

債券オプション取引 各証券取引所が定める証拠金算定基準値段 

金利オプション取引 各金融先物取引所が定める清算価格 

選択権付債券売買取引 原証券の時価、ボラティリティ、金利等を基準として業者間気配を参考に算
出した価格 

金利先渡取引、 
金利スワップ取引 

金利、ボラティリティ等を基に全ての予想キャッシュフローを計算し、現在
の価値に割り引いた額 

為替予約取引 各通貨のキャッシュフローを計算し、現在価値に割り引き邦貨換算した額 

通貨スワップ取引 将来授受されるキャッシュフローを各通貨毎の短期金利、スワップレートを
基に現在価値に割り引いた額 
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