
【訂正理由】 

 関係会社の範囲について、運営会社への出資状況、役員派遣状況、ファンドへの出資状況等詳細に検討した結果、

関係会社と認識していなかった出資先を関係会社と認識いたしました。よって、その他有価証券と区分しておりまし

た投資有価証券に、関係会社株式およびその他の関係会社有価証券が含まれていることが判明したため訂正するもの

であります。 

    
平成19年11月29日 

各  位    

会 社 名  丸八証券株式会社 

代表者名  取締役社長 島田 守 

    （ＪＡＳＤＡＱ・コード ８７００）

問合せ先  取締役ＩＲ担当兼総合企画担当 

              中村 吉孝 

電  話  ０５２－２６１－３２３５ 

（訂正）平成20年３月期 中間決算短信（非連結）の一部訂正について 

平成19年10月26日付で発表いたしました「平成20年３月期 中間決算短信（非連結）」の記載内容の一部に訂正すべき

事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

記 
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【訂正箇所】 

１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）（１ページ） 

（訂正前） 

（訂正後） 

２．企業集団の状況（６ページ） 

（訂正前） 

 当社は、企業集団を構成する関係会社はありません。 

 当社は、証券業を中核とする「投資・金融サービス業」を主な事業内容とし、具体的な事業として、有価証券の委託

売買業務、自己売買業務、引受・売出しの業務等を行うことでお客様に対して、資産の形成、運用において幅広いサー

ビスを提供しております。 

（訂正後） 

 当社は、証券業を中核とする「投資・金融サービス業」を主な事業内容とし、具体的な事業として、有価証券の委託

売買業務、自己売買業務、引受・売出しの業務等を行うことでお客様に対して、資産の形成、運用において幅広いサー

ビスを提供しております。 

 なお、非連結子会社が１社および、持分法非適用関連会社が２社存在しております。  

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 2,421 0.1 2,302 △0.0 △223 － △172 －

18年９月中間期 2,417 △12.8 2,303 △14.3 △328 － △274 －

19年３月期 5,251   5,031 △387   △334

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 

19年９月中間期 △280 － △14 03 － － 

18年９月中間期 △325 － △16 27 － － 

19年３月期 △511 △25 58 － － 

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 2,421 0.1 2,302 △0.0 △223 － △172 －

18年９月中間期 2,417 △12.8 2,303 △14.3 △328 － △274 －

19年３月期 5,251   5,031 △387   △334

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 

19年９月中間期 △280 － △14 03 － － 

18年９月中間期 △325 － △16 27 － － 

19年３月期 △511 △25 58 － － 

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 0百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 △1百万円
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４．中間財務諸表 

(1) 中間貸借対照表（９ページ） 

（訂正前） 

    
前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

 対前中間期比 
前事業年度の
要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減(千円) 金額（千円） 
構成比
（％）

固定資産       

有形固定資産 ※1,2 2,069,885 2,033,306 △36,578 2,042,879

土地   1,583,333 1,583,333 － 1,583,333

その他   486,551 449,972 △36,578 459,546

無形固定資産   112,978 136,540 23,562 95,422

投資その他の資産   1,821,008 1,855,344 34,336 1,967,019

投資有価証券 ※２ 1,288,520 1,280,803 △7,716 1,403,525

出資金   2,020 2,020 － 2,020

従業員長期貸付金   69,258 61,250 △8,008 64,850

長期差入保証金   361,436 407,758 46,321 391,532

長期前払費用   2,317 5,240 2,922 6,396

その他   209,010 262,705 53,695 238,390

貸倒引当金   △111,554 △164,433 △52,878 △139,695

固定資産合計   4,003,871 13.1 4,025,191 16.2 21,320 4,105,322 13.5

資産合計   30,618,347 100.0 24,830,569 100.0 △5,787,777 30,490,618 100.0 
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（訂正後） 

    
前中間会計期間末
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

 対前中間期比 
前事業年度の
要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減(千円) 金額（千円） 
構成比
（％）

固定資産       

有形固定資産 ※1,2 2,069,885 2,033,306 △36,578 2,042,879

土地   1,583,333 1,583,333 － 1,583,333

その他   486,551 449,972 △36,578 459,546

無形固定資産   112,978 136,540 23,562 95,422

投資その他の資産   1,821,008 1,855,344 34,336 1,967,019

投資有価証券 ※２ 1,287,020 1,149,512 △137,507 1,302,025

関係会社株式 1,500 1,500 － 1,500

その他の関係会社
有価証券 

－ 129,790 129,790 100,000

出資金   2,020 2,020 － 2,020

従業員長期貸付金   69,258 61,250 △8,008 64,850

長期差入保証金   361,436 407,758 46,321 391,532

長期前払費用   2,317 5,240 2,922 6,396

その他   209,010 262,705 53,695 238,390

貸倒引当金   △111,554 △164,433 △52,878 △139,695

固定資産合計   4,003,871 13.1 4,025,191 16.2 21,320 4,105,322 13.5

資産合計   30,618,347 100.0 24,830,569 100.0 △5,787,777 30,490,618 100.0 

- 4 -



(4) 中間キャッシュフロー計算書（17ページ） 

（訂正前） 

（訂正後） 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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 

  △42,041 △24,725 △45,894

無形固定資産の取得
による支出 

  △25,156 △60,520 △43,136

投資有価証券の取得
による支出 

  △116,500 － △216,500

貸付けによる支出   △1,200 △1,500 △1,200

貸付金の回収による
収入 

  8,188 5,100 12,596

保証金の差入による
支出 

  △687 △14,589 △7,839

差入保証金の返還に
よる収入 

  1,706 2,078 2,062

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △175,691 △94,157 △299,912

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 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 

  △42,041 △24,725 △45,894

無形固定資産の取得
による支出 

  △25,156 △60,520 △43,136

投資有価証券の取得
による支出 

  △115,000 － △115,000

関係会社株式の取得
による支出 

  △1,500 － △1,500

その他の関係会社有
価証券の取得による
支出 

  － － △100,000

貸付けによる支出   △1,200 △1,500 △1,200

貸付金の回収による
収入 

  8,188 5,100 12,596

保証金の差入による
支出 

  △687 △14,589 △7,839

差入保証金の返還に
よる収入 

  1,706 2,078 2,062

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △175,691 △94,157 △299,912
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項（19ページ） 

（訂正前） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２ トレーディング商品に属さない

有価証券等の評価基準および評

価方法 

２ トレーディング商品に属さない

有価証券等の評価基準および評

価方法 

２ トレーディング商品に属さない

有価証券等の評価基準および評

価方法 

その他有価証券 

(1)  時価のある有価証券 

 時価（中間決算日の市場価

格等）をもって中間貸借対照

表価額とし、取得原価ないし

償却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。売却原価について

は、移動平均法により算出し

ております。 

その他有価証券 

(1)  時価のある有価証券 

同左 

その他有価証券 

(1)  時価のある有価証券 

 時価（決算日の市場価格

等）をもって貸借対照表価額

とし、取得原価ないし償却原

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。売却原価については、移

動平均法により算出しており

ます。 

(2)  時価のない有価証券 

移動平均法による原価法な

いし償却原価法によっており

ます。 

(2)  時価のない有価証券 

同左 

(2)  時価のない有価証券 

同左 
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（訂正後） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２ トレーディング商品に属さない

有価証券等の評価基準および評

価方法 

２ トレーディング商品に属さない

有価証券等の評価基準および評

価方法 

２ トレーディング商品に属さない

有価証券等の評価基準および評

価方法 

(1) 関連会社株式 

移動平均法による原価法を採

用しております 

(1) 関連会社株式 

同左 

(1) 関連会社株式 

同左 

────── 

  

(2) その他の関係会社有価証券 

当社の関係会社に該当する投

資事業組合等への出資について

は、当該組合等の純資産及び収

益・費用を当社の出資持分割合

に応じて、その他の関係会社有

価証券（固定資産）及び収益・

費用として計上しております。 

(2) その他の関係会社有価証券 

同左 

(2)  その他有価証券 

① 時価のある有価証券 

 時価（中間決算日の市場価

格等）をもって中間貸借対照

表価額とし、取得原価ないし

償却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。売却原価について

は、移動平均法により算出し

ております。 

(3)  その他有価証券 

① 時価のある有価証券 

同左 

(3)  その他有価証券 

① 時価のある有価証券 

 時価（決算日の市場価格

等）をもって貸借対照表価額

とし、取得原価ないし償却原

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。売却原価については、移

動平均法により算出しており

ます。 

② 時価のない有価証券 

移動平均法による原価法な

いし償却原価法によっており

ます。 

なお、投資事業組合等への

出資については、当該組合等

の純資産及び収益、費用を当

社の出資持分割合に応じて、

投資有価証券（固定資産）及

び収益、費用として計上して

おります。 

② 時価のない有価証券 

移動平均法による原価法な

いし償却原価法によっており

ます。 

  

② 時価のない有価証券 

移動平均法による原価法な

いし償却原価法によっており

ます。 

なお、投資事業組合等への

出資については、当該組合等

の純資産及び収益、費用を当

社の出資持分割合に応じて、

投資有価証券（固定資産）及

び収益、費用として計上して

おります。 
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注記事項 

(有価証券およびデリバティブ取引の状況） 

２ トレーディングに係るもの以外 

前中間会計期間末 第65期 (平成18年９月30日) 

（有価証券関係）（30ページ） 

（訂正前） 

① その他有価証券で時価のあるもの 

② 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

（訂正後） 

① 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

② その他有価証券で時価のあるもの 

③ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

種類 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 128,190 237,348 109,157 

内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 1,051,171 

非上場株式 951,171 

投資事業組合出資金 100,000 

種類 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 128,190 237,348 109,157 

内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式 1,500 

その他有価証券 1,049,671 

非上場株式 949,671 

投資事業組合出資金 100,000 
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当中間会計期間末 第66期 (平成19年９月30日) 

（有価証券関係）（30ページ） 

（訂正前） 

① その他有価証券で時価のあるもの 

② 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

（訂正後） 

① 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

② その他有価証券で時価のあるもの 

③ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

種類 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 128,190 199,841 71,650 

内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 1,080,962 

非上場株式 951,171 

投資事業組合出資金 129,790 

種類 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 128,190 199,841 71,650 

内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式 1,500 

その他の関係会社有価証券 129,790 

その他有価証券 949,671 

非上場株式 949,671 
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前事業年度末 第65期 (平成19年３月31日) 

（有価証券関係）（31ページ） 

（訂正前） 

① その他有価証券で時価のあるもの 

② 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

（訂正後） 

① 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

② その他有価証券で時価のあるもの 

③ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

(持分法損益等)（31ページ） 

（訂正前） 

（訂正後） 

種類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

株式 128,190 252,353 124,162 

内容 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 1,151,171 

非上場株式 951,171 

投資事業組合出資金 200,000 

種類 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

株式 128,190 252,353 124,162 

内容 貸借対照表計上額（千円） 

関連会社株式 1,500 

その他の関係会社有価証券 100,000 

その他有価証券 1,049,671 

非上場株式 949,671 

投資事業組合出資金 100,000 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 同左 

  
  
  

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 関連会社に対する投資の

金額(千円) 
1,500 99,597 101,500 

 持分法を適用した場合の

投資の金額(千円) 
1,500 98,282 100,040 

 持分法を適用した場合の

投資損益の金額(千円) 
－ 144 △1,459 
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