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平成 20 年 5 月 30 日 

各 位 
 

 

 

 

 

（訂正）平成 20 年 3 月期決算短信の一部訂正について 
 
 
平成 20 年 5 月 19 日に発表いたしました「平成 20 年 3 月期決算短信」の記載内容に一部訂正すべ

き事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 
 

記 
 
 
P.１ １．20 年 3 月期の連結業績（平成 19 年４月 1 日～平成 20 年３月 31 日） 
【訂正前】 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 

  キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期 △217     66 △18 2,932 

19 年３月期 △503 312 △42 3,101 
 
【訂正後】 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物 

  キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期 △326     66 △18 2,823 

19 年３月期 △503 312 △42 3,101 
 
 
P.５ １．経営成績 
【訂正前】 

(2) 財政状態に関する分析 
  （キャッシュ・フローの状況） 
    当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが

△217 百万円（前年同期は△503 百万円）、投資活動によるキャッシュ・フローが 66 百万円（前

年同期は 312 百万円）、財務活動によるキャッシュ・フローが△18 百万円（前年同期は△42 百万

円）となったことから、前連結会計年度末に対して、△169 百万円減少し、2,932 百万円となり

ました。 
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【訂正後】 
(2) 財政状態に関する分析 

  （キャッシュ・フローの状況） 
    当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローが

△326 百万円（前年同期は△503 百万円）、投資活動によるキャッシュ・フローが 66 百万円（前

年同期は 312 百万円）、財務活動によるキャッシュ・フローが△18 百万円（前年同期は△42 百万

円）となったことから、前連結会計年度末に対して、△278 百万円減少し、2,823 百万円となりま

した。 
 
 
P.13 ４．連結財務諸表 
【訂正前】 
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 （自 平成 19 年４月１日    

  至 平成 19 年３月 31 日）   至 平成 20 年３月 31 日） 

注記
区分 

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

＜略＞ 

15 金銭の信託の減少額   160,000   659,999   

16 委託者未収金の減少額   40,003   115,512   

17 信用取引資産・負債の増減額   38,301   △20,660   

18 委託者先物取引差金(借方)の増加額    △143,511   △243,757   

19 差入保証金の増加額   △5,769,096   △3,468,604   

20 長期未収債権の減少額   117,304   23,611   

21 預り証拠金の減少額   △1,074,273   △426,423   

22 外国為替取引預り証拠金の増加額   6,582,321   3,480,788   

23 受入保証金の減少額   △86,076   △95,265   

24 預り金の減少額   △117,632   △178,135   

25 その他   △332,408   42,980   

小計   △1,143,366   △95,967   

26 利息及び配当金の受取額   20,183   20,324   

27 法人税等の支払額   △29,046   △157,712   

28 未収還付法人税等の受取額   648,951   15,431   

営業活動によるキャッシュ・フロー   △503,277   △217,923   

＜略＞ 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額   △233,029   △169,850   

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   3,334,998   3,101,968   

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高   3,101,968   2,932,118   
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【訂正後】 
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月１日 （自 平成 19 年４月１日    

  至 平成 19 年３月 31 日）   至 平成 20 年３月 31 日） 

注記
区分 

番号
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

＜略＞ 

15 金銭の信託の減少額   160,000   659,999   

16 外国為替取引分別保管預金の増加額   －   △109,028   

17 委託者未収金の減少額   40,003   115,512   

18 信用取引資産・負債の増減額   38,301   △20,660   

19 委託者先物取引差金(借方)の増加額    △143,511   △243,757   

20 差入保証金の増加額   △5,769,096   △3,468,604   

21 長期未収債権の減少額   117,304   23,611   

22 預り証拠金の減少額   △1,074,273   △426,423   

23 外国為替取引預り証拠金の増加額   6,582,321   3,480,788   

24 受入保証金の減少額   △86,076   △95,265   

25 預り金の減少額   △117,632   △178,135   

26 その他   △332,408   42,980   

小計   △1,143,366   △204,995   

27 利息及び配当金の受取額   20,183   20,324   

28 法人税等の支払額   △29,046   △157,712   

29 未収還付法人税等の受取額   648,951   15,431   

営業活動によるキャッシュ・フロー   △503,277   △326,951   

＜略＞ 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額   △233,029   △278,878   

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   3,334,998   3,101,968   

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高   3,101,968   2,823,089   
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P.24 ４．連結財務諸表 注記事項 
【訂正前】 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
 
【訂正後】 
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

( 自 平成 18 年４月１日 ( 自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日)   至 平成 20 年３月 31 日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 現金及び預金勘定 3,545,112 千円  現金及び預金勘定 3,387,773 千円 

 商品取引責任準備金口 △338,619 千円  商品取引責任準備金口 △255,894 千円 

 証券取引責任準備金口 △11,373 千円  証券取引責任準備金口 △11,199 千円 

 外国為替取引担保預金 △93,150 千円  金融先物取引責任準備金口 △11,553 千円 

 現金及び現金同等物 3,101,968 千円  外国為替取引担保預金 △177,007 千円 

   現金及び現金同等物 2,932,118 千円 

前連結会計年度 当連結会計年度 

( 自 平成 18 年４月１日 ( 自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 19 年３月 31 日)   至 平成 20 年３月 31 日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 現金及び預金勘定 3,545,112 千円  現金及び預金勘定 3,387,773 千円 

 商品取引責任準備金口 △338,619 千円  商品取引責任準備金口 △255,894 千円 

 証券取引責任準備金口 △11,373 千円  証券取引責任準備金口 △11,199 千円 

 外国為替取引担保預金 △93,150 千円  金融先物取引責任準備金口 △11,553 千円 

 現金及び現金同等物 3,101,968 千円  外国為替取引分別保管預金 △109,028 千円 

     外国為替取引担保預金 △177,007 千円 

   現金及び現金同等物 2,823,089 千円 
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P.33 ６．商品先物取引等の売買高 
【訂正前】 
（1）商品先物取引 

 
 
【訂正後】 
（1）商品先物取引 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 (自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 19 年３月 31 日)    至 平成 20 年３月 31 日) 

構成比 構成比 

区分 

売買高(枚) 
(％) 

売買高(枚) 
(％) 

現物先物取引  

農産物市場 701,277  36.6  680,304  46.9  
砂糖市場 25,408  1.3  10,279  0.7  
貴金属市場 502,266  26.2  379,442  26.2  
アルミニウム市場 1,729  0.1  449  0.0  
ゴム市場 213,590  11.1  81,634  5.6  
石油市場 467,020  24.4  298,499  20.6  

小計 1,911,290  99.7  1,450,607  100.0  
指数先物取引  

天然ゴム指数市場 4,748  0.3  6  0.0  
小計 4,748  0.3  6  0.0  
合計 1,916,038  100.0  1,450,613  100.0  

（委託売買高） （1,643,306）  （85.8）  （1,210,249）  （83.4）  
（自己売買高） (272,732)  （14.2）  （240,364）  （16.6）  

    
 

  
 

 以上 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日 (自 平成 19 年４月１日 

   至 平成 19 年３月 31 日)    至 平成 20 年３月 31 日) 

構成比 構成比 

区分 

売買高(枚) 
(％) 

売買高(枚) 
(％) 

現物先物取引  

農産物市場 701,277  36.6  680,304  46.9  
砂糖市場 25,408  1.3  10,169  0.7  
貴金属市場 502,266  26.2  377,734  26.0  
アルミニウム市場 1,729  0.1  1,049  0.1  
ゴム市場 213,590  11.1  83,452  5.8  
石油市場 467,020  24.4  297,619  20.5  

小計 1,911,290  99.7  1,450,327  100.0  
指数先物取引  

天然ゴム指数市場 4,748  0.3  286  0.0  
小計 4,748  0.3  286  0.0  
合計 1,916,038  100.0  1,450,613  100.0  

（委託売買高） （1,643,306）  （85.8）  （1,210,249）  （83.4）  
（自己売買高） (272,732)  （14.2）  （240,364）  （16.6）  


