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大和証券株式会社の自己資本規制比率に関するお知らせ 
 

 
金融商品取引法第 46 条の 6 第 3 項の規定に基づく大和証券株式会社の自己資本規制比

率の状況（平成 24 年 6 月末）について、別紙のとおりお知らせいたします。 
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大和証券株式会社

金融商品取引法第46条の6第3項の規定に基づいて、自己資本規制比率の状況を

下記のとおりお知らせいたします。

（単位：百万円）

固定化されていない自己資本の額 （A） 645,804　

リ ス ク 相 当 額 市 場 リ ス ク 相 当 額 57,416　

取 引 先 リ ス ク 相 当 額 40,654　

基 礎 的 リ ス ク 相 当 額 56,027　

計 （B） 154,099　

自 己 資 本 規 制 比率 （A）　／　（B）　×　１００　 （％） 419.0%　

（平成24年6月末）

自己資本規制比率の状況

平成24年7月31日

 

 
 
 
 
 
 
 
 

別 紙 ① 



補完的項目として算入される劣後特約付債務は下表の通りです。
劣後特約付債務のうち、発行日及び償還期日が同一の社債については合算して記載しております。

（単位：百万円）
算入金額 契約日 弁済期日

短期 借入金 1,000 平成21年8月10日 平成24年8月10日
短期 借入金 1,500 平成21年8月18日 平成24年8月17日
短期 借入金 12,000 平成21年2月6日 平成25年2月6日
短期 借入金 11,000 平成21年2月6日 平成26年2月6日
短期 借入金 2,000 平成21年7月31日 平成26年7月31日
短期 借入金 3,000 平成21年8月17日 平成26年8月15日
短期 借入金 1,000 平成21年8月18日 平成26年8月18日
短期 借入金 5,000 平成21年8月31日 平成26年8月29日
短期 借入金 2,500 平成21年9月4日 平成26年9月4日
長期 借入金 1,000 平成22年9月30日 平成27年10月1日
長期 借入金 1,000 平成22年10月27日 平成27年10月28日
長期 借入金 1,000 平成22年12月9日 平成27年12月10日
長期 借入金 2,000 平成22年12月13日 平成27年12月14日
長期 借入金 1,000 平成22年12月29日 平成27年12月30日
長期 借入金 1,000 平成22年8月9日 平成28年2月19日
長期 借入金 80,000 平成23年2月28日 平成28年6月1日
長期 借入金 50,000 平成23年4月5日 平成29年4月5日
長期 借入金 20,000 平成23年5月19日 平成29年5月19日

（単位：百万円）
算入金額 発行日 償還期日

短期 社債 200 平成21年7月6日 平成26年3月25日
短期 社債 2,100 平成21年6月23日 平成26年6月23日
短期 社債 2,250 平成21年6月25日 平成26年6月25日
短期 社債 700 平成21年7月7日 平成26年7月7日
短期 社債 100 平成21年7月8日 平成26年7月8日
短期 社債 100 平成21年7月9日 平成26年7月9日
短期 社債 1,500 平成21年7月14日 平成26年7月14日
短期 社債 600 平成21年7月16日 平成26年7月16日
短期 社債 600 平成21年7月28日 平成26年7月28日
短期 社債 2,450 平成21年8月4日 平成26年8月4日
短期 社債 200 平成21年8月5日 平成26年8月5日
短期 社債 2,175 平成21年8月11日 平成26年8月11日
短期 社債 3,500 平成21年8月12日 平成26年8月12日
短期 社債 100 平成21年8月13日 平成26年8月13日
短期 社債 1,500 平成21年8月18日 平成26年8月18日
短期 社債 200 平成21年8月19日 平成26年8月19日
短期 社債 1,100 平成21年8月26日 平成26年8月26日
長期 社債 100 平成21年7月7日 平成26年7月8日
長期 社債 200 平成21年7月9日 平成26年7月10日
長期 社債 200 平成21年7月14日 平成26年7月15日
長期 社債 100 平成21年7月28日 平成26年7月29日
長期 社債 100 平成21年8月12日 平成26年8月13日
長期 社債 300 平成22年7月20日 平成27年7月21日
長期 社債 2,300 平成22年7月27日 平成27年7月28日
長期 社債 400 平成22年7月28日 平成27年7月29日
長期 社債 100 平成22年8月2日 平成27年8月3日
長期 社債 300 平成22年8月3日 平成27年8月4日
長期 社債 100 平成22年8月5日 平成27年8月6日
長期 社債 475 平成22年8月11日 平成27年8月12日

劣後特約付債務の種類

劣後特約付債務の種類
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（単位：百万円）
算入金額 発行日 償還期日

長期 社債 2,100 平成22年8月12日 平成27年8月13日
長期 社債 1,100 平成22年8月16日 平成27年8月17日
長期 社債 300 平成22年8月17日 平成27年8月18日
長期 社債 1,300 平成22年8月18日 平成27年8月19日
長期 社債 1,100 平成22年8月19日 平成27年8月20日
長期 社債 500 平成22年8月23日 平成27年8月24日
長期 社債 200 平成22年8月25日 平成27年8月26日
長期 社債 300 平成22年8月26日 平成27年8月27日
長期 社債 600 平成22年9月1日 平成27年9月2日
長期 社債 700 平成22年9月6日 平成27年9月7日
長期 社債 100 平成22年9月7日 平成27年9月8日
長期 社債 875 平成22年9月9日 平成27年9月10日
長期 社債 600 平成22年9月13日 平成27年9月14日
長期 社債 100 平成22年9月15日 平成27年9月16日
長期 社債 1,000 平成22年9月16日 平成27年9月17日
長期 社債 100 平成22年7月29日 平成27年9月18日
長期 社債 400 平成22年9月21日 平成27年9月24日
長期 社債 3,500 平成22年9月27日 平成27年9月28日
長期 社債 500 平成22年9月29日 平成27年9月30日
長期 社債 300 平成22年10月7日 平成27年10月8日
長期 社債 100 平成22年10月14日 平成27年10月15日
長期 社債 1,100 平成22年10月18日 平成27年10月19日
長期 社債 600 平成22年10月25日 平成27年10月26日
長期 社債 500 平成22年10月26日 平成27年10月27日
長期 社債 675 平成22年10月27日 平成27年10月28日
長期 社債 100 平成22年11月8日 平成27年11月9日
長期 社債 200 平成22年11月9日 平成27年11月10日
長期 社債 2,000 平成22年11月10日 平成27年11月11日
長期 社債 1,000 平成22年11月15日 平成27年11月16日
長期 社債 500 平成22年11月18日 平成27年11月19日
長期 社債 500 平成22年12月1日 平成27年12月2日
長期 社債 500 平成22年12月6日 平成27年12月7日
長期 社債 100 平成22年12月9日 平成27年12月10日
長期 社債 500 平成22年7月22日 平成27年12月22日
長期 社債 100 平成22年12月21日 平成27年12月22日
長期 社債 100 平成23年1月6日 平成28年1月7日
長期 社債 500 平成23年1月24日 平成28年1月25日
長期 社債 2,200 平成23年2月1日 平成28年2月2日
長期 社債 100 平成21年7月21日 平成28年7月22日
長期 社債 400 平成22年8月16日 平成29年8月16日
長期 社債 200 平成22年9月14日 平成29年9月14日
長期 社債 100 平成22年11月1日 平成30年11月1日
長期 社債 525 平成21年6月25日 平成31年6月25日
長期 社債 200 平成22年7月27日 平成32年7月27日
長期 社債 1,000 平成22年7月28日 平成32年7月28日
長期 社債 300 平成22年8月24日 平成32年8月24日
長期 社債 1,000 平成22年8月26日 平成32年8月26日
長期 社債 1,000 平成22年9月7日 平成32年9月7日
長期 社債 100 平成22年9月28日 平成32年9月28日
長期 社債 500 平成22年9月29日 平成32年9月28日
長期 社債 500 平成22年10月19日 平成32年10月19日
長期 社債 100 平成22年10月28日 平成32年10月28日
長期 社債 1,000 平成22年12月14日 平成32年12月14日
長期 社債 100 平成22年12月21日 平成32年12月21日
長期 社債 100 平成23年2月1日 平成33年2月1日

劣後特約付債務の種類
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