
【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 第１四半期財務・業績の概況（非連結）の一部訂正について 

平成19年７月27日付で発表いたしました「平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況（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】 

４．（要約）四半期財務諸表 

(1）（要約）四半期貸借対照表（６ページ） 

（訂正前） 

科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期 
第１四半期末） 

当四半期末 
（平成20年３月期 
第１四半期末） 

増減 
（参考）前期末 

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

 固定資産           

有形固定資産 2,073,401 2,032,365 △41,035   2,042,879 

建物 378,865 360,849 △18,016   366,394 

器具備品 111,202 88,182 △23,019   93,152 

土地 1,583,333 1,583,333 －   1,583,333 

無形固定資産 105,403 135,852 30,449   95,422 

借地権 2,487 2,487 －   2,487 

電話加入権 23,932 23,923 △8   23,923 

ソフトウェア 78,844 109,227 30,382   68,770 

その他の無形固定資産 139 215 75   241 

投資その他の資産 1,693,562 1,981,483 287,920   1,967,019 

投資有価証券 1,174,916 1,405,191 230,275   1,403,525 

出資金 2,020 2,020 －   2,020 

従業員長期貸付金 72,687 62,765 △9,922   64,850 

長期差入保証金 343,768 407,048 63,280   391,532 

長期前払費用 2,718 5,818 3,100   6,396 

その他 209,010 237,944 28,934   238,390 

貸倒引当金 △111,558 △139,305 △27,747   △139,695 

固定資産計 3,872,367 4,149,701 277,334 7.2 4,105,322 

資産合計 32,610,526 29,425,622 △3,184,904 △9.8 30,490,618 
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（訂正後） 

科目 

前年同四半期末 
（平成19年３月期 
第１四半期末） 

当四半期末 
（平成20年３月期 
第１四半期末） 

増減 
（参考）前期末 

（平成19年３月期末）

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

 固定資産           

有形固定資産 2,073,401 2,032,365 △41,035   2,042,879 

建物 378,865 360,849 △18,016   366,394 

器具備品 111,202 88,182 △23,019   93,152 

土地 1,583,333 1,583,333 －   1,583,333 

無形固定資産 105,403 135,852 30,449   95,422 

借地権 2,487 2,487 －   2,487 

電話加入権 23,932 23,923 △8   23,923 

ソフトウェア 78,844 109,227 30,382   68,770 

その他の無形固定資産 139 215 75   241 

投資その他の資産 1,693,562 1,981,483 287,920   1,967,019 

投資有価証券 1,174,916 1,303,691 128,775   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 

－ 100,000 100,000   100,000 

出資金 2,020 2,020 －   2,020 

従業員長期貸付金 72,687 62,765 △9,922   64,850 

長期差入保証金 343,768 407,048 63,280   391,532 

長期前払費用 2,718 5,818 3,100   6,396 

その他 209,010 237,944 28,934   238,390 

貸倒引当金 △111,558 △139,305 △27,747   △139,695 

固定資産計 3,872,367 4,149,701 277,334 7.2 4,105,322 

資産合計 32,610,526 29,425,622 △3,184,904 △9.8 30,490,618 
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(1）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書（15ページ） 

（訂正前） 

（訂正後） 

 
前年同四半期 
（平成19年３月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

（参考）前期 
（平成19年３月期）

区分 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 △25,483 △10,004 △45,894 

無形固定資産の取得による支出 △5,490 △50,060 △43,136 

投資有価証券の取得による支出 － － △216,500 

貸付けによる支出 － △1,500 △1,200 

貸付金の回収による収入 3,559 3,585 12,596 

保証金の差入による支出 △447 △13,075 △7,839 

差入保証金の返還による収入 74 1,274 2,062 

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,788 △69,780 △299,912 

 
前年同四半期 
（平成19年３月期 
第１四半期） 

当四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

（参考）前期 
（平成19年３月期）

区分 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 △25,483 △10,004 △45,894 

無形固定資産の取得による支出 △5,490 △50,060 △43,136 

投資有価証券の取得による支出 － － △115,000 

関係会社株式の取得による支出 － － △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 － △1,500 △1,200 

貸付金の回収による収入 3,559 3,585 12,596 

保証金の差入による支出 △447 △13,075 △7,839 

差入保証金の返還による収入 74 1,274 2,062 

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,788 △69,780 △299,912 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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（16ページ） 

（訂正前） 

その他有価証券 

（1）時価のあるもの 

第１四半期決算日の市場価格等に基づく時価をもって四半期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り処理し、売却原価は、移動平均法によっております。 

（2）時価のないもの 

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。 

（訂正後） 

（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。 

（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。 

（3）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

第１四半期決算日の市場価格等に基づく時価をもって四半期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り処理し、売却原価は、移動平均法によっております。 

② 時価のないもの 

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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