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（訂正）「平成 19 年 3 月期 決算短信」及び「平成 20 年

3 月期 中間決算短信」の一部訂正について 
 

 

平成 19 年 4 月 27 日付で開示いたしました「平成 19 年 3 月期 決算短信」及び平成 19 年 10 月

26 日付で開示いたしました「平成 20 年 3 月期 中間決算短信」の記載内容について、一部誤りが

ありましたので下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

１．訂正理由 

当社の企業集団の範囲に一部誤りがありましたので、関連する項目について訂正するもので

あります。 

この訂正に伴う平成 19 年３月期連結財務諸表及び平成 20 年 3 月期中間連結財務諸表への影

響額はありません。 

 

２．訂正箇所 

訂正箇所には、下線を付しております。 
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平成 19 年 3 月期 決算短信 

 
Ｐ６ 
【訂正前】 

２．企業集団の状況 

当企業集団は、当社および連結子会社10社で構成されております。主たる事業として、有価証券の売買

および売買等の委託の媒介、有価証券の引受および売出し、有価証券の募集および売出しの取扱い、私募

の取扱い、その他の証券業を営んでおり、アジア及びヨーロッパの金融市場に営業拠点を設置し、顧客の

資金調達、資金運用の両面において、グローバルで幅広いサービスを提供しております。 
なお、当連結会計年度における連結子会社等の異動の状況は以下のとおりであります。 

東海東京インベストメント株式会社       平成18年４月３日設立 

東海東京証券ヨーロッパ            平成19年１月24日設立 

TTI中部ﾍﾞﾝﾁｬｰ１号投資事業有限責任組合    平成18年５月31日設立 

TTI成長企業１号投資事業有限責任組合     平成19年２月１日設立 
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連結子会社の事業内容等については下記のとおりであります。 

(投資・金融サービス業）

※投資事業有限責任組合は業務執行権による支配関係であります。

（ベンチャーキャピタル、有価証券の運用）

（情報サービス業）

（投資顧問業務）

（不動産の賃貸管理、証券事務代行業務他）

（不動産金融関連業務）

東海東京証券株式会社

　 宇都宮証券株式会社

国　内
　 東海東京ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ(ｱｼﾞｱ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

アジア

　 ㈱東海東京調査センター

　 東海東京サービス㈱

　 ㈱東海東京投資顧問

　 東海東京ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ㈱

　 東海東京インベストメント㈱

　 TTI中部ﾍﾞﾝﾁｬｰ1号
　 投資事業有限責任組合

　 TTI成長企業1号
　 投資事業有限責任組合

　 東海東京証券ヨーロッパ

欧 州

 



 
【訂正後】 
２．企業集団の状況 

当企業集団は、当社及び連結子会社10社、非連結子会社２社並びに関連会社４社で構成されております。

主たる事業として、有価証券の売買および売買等の委託の媒介、有価証券の引受および売出し、有価証券

の募集および売出しの取扱い、私募の取扱い、その他の証券業を営んでおり、アジア及びヨーロッパの金

融市場に営業拠点を設置し、顧客の資金調達、資金運用の両面において、グローバルで幅広いサービスを

提供しております。 
なお、当連結会計年度における連結子会社等の異動の状況は以下のとおりであります。 

東海東京インベストメント株式会社       平成18年４月３日設立 

東海東京証券ヨーロッパ            平成19年１月24日設立 

TTI中部ﾍﾞﾝﾁｬｰ１号投資事業有限責任組合    平成18年５月31日設立 

TTI成長企業１号投資事業有限責任組合     平成19年２月１日設立 

 

 3/7

当企業集団の事業内容等については下記のとおりであります。 

(投資・金融サービス業）

(注)１．各記号の意味は次のとおりであります。◎：連結子会社　□：非連結子会社　☆：関連会社
    ２．投資事業有限責任組合は業務執行権による支配関係であります。

（ベンチャーキャピタル、有価証券の運用）

（情報サービス業）

（投資顧問業務）

（不動産の賃貸管理、証券事務代行業務他）

（不動産金融関連業務）

東海東京証券株式会社

◎ 宇都宮証券株式会社

国　内
◎ 東海東京ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ(ｱｼﾞｱ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

アジア

◎ ㈱東海東京調査センター

◎ 東海東京サービス㈱

◎ ㈱東海東京投資顧問

◎ 東海東京ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ㈱

◎ 東海東京インベストメント㈱

◎ 東海東京証券ヨーロッパ

欧 州

□ YST-１特定目的会社　他１社
☆ N-o名駅南有限会社　他３社

◎ TTI中部ﾍﾞﾝﾁｬｰ１号投資事業有限責任組合
◎ TTI成長企業１号投資事業有限責任組合
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Ｐ16 

【訂正前】 
〔連結財務諸表作成の基本となる重要な事項〕 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社 10社（前年度６社） 

会社名  東海東京ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ(ｱｼﾞｱ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ、株式会社東海東京調査センター、宇都宮証券株式会社、

東海東京サービス株式会社、株式会社東海東京投資顧問、東海東京ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ株式会

社、東海東京ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社、東海東京証券ヨーロッパ、TTI中部ベンチャー１号投資事

業有限責任組合、TTI成長企業１号投資事業有限責任組合 

 

２．持分法の適用に関する事項 

重要な関連会社はありません。 

 

 
【訂正後】 
〔連結財務諸表作成の基本となる重要な事項〕 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の名称等 

以下の子会社を連結しております。

連結子会社 10社（前年度６社） 

会社名  東海東京ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ(ｱｼﾞｱ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ、株式会社東海東京調査センター、宇都宮証券株式会社、

東海東京サービス株式会社、株式会社東海東京投資顧問、東海東京ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ株式会

社、東海東京ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社、東海東京証券ヨーロッパ、TTI中部ベンチャー１号投資事

業有限責任組合、TTI成長企業１号投資事業有限責任組合 

 なお、東海東京ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社を平成18年４月３日に、東海東京証券ヨーロッパを平

成19年１月24日にそれぞれ当社の全額出資により設立したことに伴い、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。また、東海東京ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社が無限責任組合員となり、

当連結会計年度中に新たに設立されたTTI中部ベンチャー１号投資事業有限責任組合及び

TTI成長企業１号投資事業有限責任組合も当連結会計年度より連結の範囲に含めております。 

  

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称等  YST-１特定目的会社 他１社 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。

 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 

 N-o名駅南有限会社 他５社

   持分法を適用していない理由 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がないためであります。 

 



 

平成 20 年 3 月期 中間決算短信 

 

Ｐ６ 
【訂正前】 

２．企業集団の状況 

当企業集団は、当社および連結子会社12社及び関連会社１社で構成されております。主たる事業として、

有価証券の売買および売買等の委託の媒介、有価証券の引受および売出し、有価証券の募集および売出し

の取扱い、私募の取扱い、その他の証券業を営んでおり、アジア及びヨーロッパの金融市場に営業拠点を

設置し、顧客の資金調達、資金運用の両面において、グローバルで幅広いサービスを提供しております。 

なお、当連結会計年度における連結子会社等の異動の状況は以下のとおりであります。 

新規連結子会社：東海東京SWPｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社、YST-１特定目的会社 

新規持分法適用会社：ワイエム証券株式会社 

 

(金融商品取引業)

（その他関連業務）

東海東京証券株式会社

（子会社）
　宇都宮証券株式会社
　株式会社東海東京投資顧問
　東海東京ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ株式会社
　東海東京ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社

（関連会社）
　ワイエム証券株式会社

日　本

（子会社）
　東海東京ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ(ｱｼﾞｱ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

ア ジ ア

（子会社）
　株式会社東海東京調査センター
　東海東京SWPｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社
　東海東京サービス株式会社
　　　　　　　　　　　　他３社

（子会社）
　東海東京証券ヨーロッパ

欧 州
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【訂正後】 

２．企業集団の状況 

当企業集団は、当社及び連結子会社12社、非連結子会社１社並びに関連会社３社で構成されております。

主たる事業として、有価証券の売買および売買等の委託の媒介、有価証券の引受および売出し、有価証券

の募集および売出しの取扱い、私募の取扱い、その他の金融商品取引業を営んでおり、アジア及びヨーロ

ッパの金融市場に営業拠点を設置し、顧客の資金調達、資金運用の両面において、グローバルで幅広いサ

ービスを提供しております。 

なお、当連結会計年度における連結子会社等の異動の状況は以下のとおりであります。 

新規連結子会社：東海東京SWPｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社、YST-１特定目的会社 

新規持分法適用会社：ワイエム証券株式会社 

 

 (投資・金融サービス業)

（その他関連業務）

東海東京証券株式会社

（子会社）
　宇都宮証券株式会社
　株式会社東海東京投資顧問
　東海東京ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ株式会社
　東海東京ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社

（関連会社）
　ワイエム証券株式会社

日　本

（子会社）
　東海東京ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ(ｱｼﾞｱ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

ア ジ ア

（子会社）
　株式会社東海東京調査センター
　東海東京SWPｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社
　東海東京サービス株式会社

　　　　他子会社４社、関連会社２社

（子会社）
　東海東京証券ヨーロッパ

欧 州

 

 6/7



 7/7

 

Ｐ15 

【訂正前】 

〔中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項〕 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社 12社（前年度10社） 

主要な連結子会社名 

宇都宮証券株式会社、東海東京ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ(ｱｼﾞｱ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ、東海東京証券ヨーロッパ、株式会社東海

東京投資顧問、東海東京ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ株式会社、東海東京ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社、株式会社東海

東京調査センター、東海東京SWPコンサルティング株式会社、東海東京サービス株式会社他３社 

当中間連結会計期間より２社を連結の範囲に加えております。 

新規 東海東京SWPコンサルティング株式会社、YST-１特定目的会社 

 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用した関連会社  ワイエム証券株式会社 

当中間連結会計期間において新設した上記１社を持分法適用の範囲に加えております。 

 

 

【訂正後】 

〔中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項〕 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 12社（前年度10社） 

主要な連結子会社名 

宇都宮証券株式会社、東海東京ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ(ｱｼﾞｱ)ﾘﾐﾃｯﾄﾞ、東海東京証券ヨーロッパ、株式会社東海

東京投資顧問、東海東京ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ株式会社、東海東京ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ株式会社、株式会社東海

東京調査センター、東海東京SWPコンサルティング株式会社、東海東京サービス株式会社他３社 

なお、東海東京SWPコンサルティング株式会社を平成19年６月15日に設立したことに伴い、当中間連結

会計期間より連結の範囲に含めております。また、YST-１特定目的会社については重要性が増加したこ

とにより、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称等 

有限責任中間法人YST 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

持分法を適用した関連会社  ワイエム証券株式会社 

 なお、ワイエム証券株式会社を当中間連結会計期間において設立したことに伴い、当中間連結会計

期間より持分法適用の範囲に含めております。 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 

有限責任中間法人YST 他２社

持分法を適用していない理由 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないためであります。 

 

以  上 

 

 

本件に関するお問い合わせは、広報・ＩＲ室 03-3566-8710 までお願いします。 


