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（訂正・数値データ訂正あり）平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）の一部訂正について 

 

平成21年１月30日に発表いたしました「平成21年３月期第３四半期決算短信（非連結）」について、記載

内容の一部に訂正を要する事項が生じましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線で表

示しております。 

 

記 

 

訂正箇所 

１ Ｐ１【１．平成21年３月期第３四半期の業績（平成20年４月１日～平成20年12月31日）】  

＜訂正前＞ 

（1）経営成績（累計） 

（％表示は対前年同四半期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円      ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

21年３月期第３四半期 1,189      ― 161    ― 172    ― 84    ―
20年３月期第３四半期 1,629    ― 847    ― 824    ― 480   ―

 

 １株当たり四半期純利益 潜在株式調整後１株当たり 
四半期純利益 

 円   銭 円   銭 

21年３月期第３四半期 1,597.95 1,551.16  

20年３月期第３四半期 10,929.79 8,974.32 

(注) 当社は、前第３四半期より第３四半期経営成績の開示を行っているため、20年３月期第３四半期の対前年同四

半期増減率については記載しておりません。 

 

（2）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

21年３月期第３四半期 14,036 3,352 23.8 64,874.98    

20年３月期 16,181 3,528 21.8 64,641.10

(参考) 自己資本    21年３月期第３四半期 3,346百万円    20年３月期 3,528百万円 

 

 



 
 
＜訂正後＞ 

（1）経営成績（累計） 

（％表示は対前年同四半期増減率） 

 営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円      ％ 百万円     ％ 百万円     ％ 百万円     ％

21年３月期第３四半期 1,189      ― 161    ― 172    ― 96    ―
20年３月期第３四半期 1,629    ― 847    ― 824    ― 480   ―

 

 １株当たり四半期純利益 潜在株式調整後１株当たり 
四半期純利益 

 円   銭 円   銭 

21年３月期第３四半期 1,815.79 1,762.62 

20年３月期第３四半期 10,929.79 8,974.32 

(注) 当社は、前第３四半期より第３四半期経営成績の開示を行っているため、20年３月期第３四半期の対前年同四

半期増減率については記載しておりません。 

 

（2）財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

21年３月期第３四半期 14,037 3,364 23.9 65,099.29 

20年３月期 16,181 3,528 21.8 64,641.10

(参考) 自己資本    21年３月期第３四半期 3,358百万円    20年３月期 3,528百万円 

 

 

２ Ｐ２【定性的情報・財政状態等】  

＜訂正前＞ 

１．経営成績に関する定性的情報 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 省略 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

販売費及び一般管理費は、第１四半期会計期間及び第２四半期会計期間と同じく抑制することに努めましたが、11

月より実施した各種キャンペーンにかかる費用等がやや負担になった結果1,027,902千円となり、営業利益は161,188

千円となりました。経常利益は、営業外収益に11,740千円、営業外費用に890千円計上した結果、172,038千円になり

ました。また、四半期純利益は84,888千円となりました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 省略 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

前事業年度末から当第３四半期会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、総資産については、前事業年

度末と比べ2,144,744千円減少し14,036,430千円となりました。これは主に、流動資産のうち分別管理信託が2,182,429

千円減少したためであります。 

負債総額は、前事業年度末と比べ1,968,624千円減少し10,683,727千円となりました。これは主に、流動負債のうち

顧客預り勘定が1,886,920千円減少したためであります。 

純資産額は、前事業年度末と比べ176,119千円減少し3,352,702千円となりました。これは主に、自己株式の取得等

に伴い株主資本が181,890千円減少したためであります。 

 



 
 
②キャッシュ・フローの状況 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 省略 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、販売費及び一般管理費の抑制に努めましたが、第２四半期累計期間までの

顧客心理の回復から一変し、10月以降の外国為替市場の大幅変動により、顧客心理が大幅に後退したことが取引低迷

へとつながった結果、税引前四半期純利益を172,038千円計上したこと、減価償却費を61,348千円計上したこと、未払

金の増減額が66,135千円増加したこと、また、法人税等の支払額が232,708千円の支出となったこと等により、73,556

千円の増加となりました。 

 

＜訂正後＞ 

１．経営成績に関する定性的情報 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 省略 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

販売費及び一般管理費は、第１四半期会計期間及び第２四半期会計期間と同じく抑制することに努めましたが、11

月より実施した各種キャンペーンにかかる費用等がやや負担になった結果1,027,760千円となり、営業利益は161,331

千円となりました。経常利益は、営業外収益に11,740千円、営業外費用に890千円計上した結果、172,181千円になり

ました。また、四半期純利益は96,460千円となりました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 省略 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

前事業年度末から当第３四半期会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、総資産については、前事業年

度末と比べ2,144,042千円減少し14,037,131千円となりました。これは主に、流動資産のうち分別管理信託が2,182,429

千円減少したためであります。 

負債総額は、前事業年度末と比べ1,979,495千円減少し10,672,856千円となりました。これは主に、流動負債のうち

顧客預り勘定が1,886,920千円減少したためであります。 

純資産額は、前事業年度末と比べ164,547千円減少し3,364,274千円となりました。これは主に、自己株式の取得等

に伴い株主資本が170,318千円減少したためであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 省略 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、販売費及び一般管理費の抑制に努めましたが、第２四半期累計期間までの

顧客心理の回復から一変し、10月以降の外国為替市場の大幅変動により、顧客心理が大幅に後退したことが取引低迷

へとつながった結果、税引前四半期純利益を172,181千円計上したこと、減価償却費を61,348千円計上したこと、未払

金の増減額が66,135千円増加したこと、また、法人税等の支払額が232,708千円の支出となったこと等により、73,556

千円の増加となりました。 

 

 

 

 

 

 



 
 
３ Ｐ４～８【四半期財務諸表】 

＜訂正前＞ 

1 【四半期財務諸表】   
 (1)【四半期貸借対照表】   
  （単位：千円）

  
当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,968,012 2,955,145

  分別管理信託 10,479,898 12,662,327

  前払費用 20,630 18,346

  繰延税金資産 1,622 14,869

  その他 4,400 1,063

  流動資産合計 13,474,564 15,651,752

 固定資産 

  有形固定資産 217,592 235,375

  無形固定資産 124,882 74,818

  投資その他の資産 

   投資有価証券 125,785 125,730

   長期前払費用 803 1,283

   差入保証金 77,960 79,152

   繰延税金資産 19,951 18,226

   その他 300 246

   投資損失引当金 △5,410 △5,410

   投資その他の資産合計 219,390 219,227

  固定資産合計 561,865 529,421

 資産合計 14,036,430 16,181,174

 

  （単位：千円）

  
当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  未払金 128,615 55,885

  未払法人税等 13,028 175,224

  顧客預り勘定 10,528,918 12,415,839

  その他 13,165 5,402

  流動負債合計 10,683,727 12,652,351

 負債合計 10,683,727 12,652,351

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,224,005 1,224,005

  資本剰余金 

   資本準備金 1,129,005 1,129,005

   資本剰余金合計 1,129,005 1,129,005

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 1,129,721 1,181,310

   利益剰余金合計 1,129,721 1,181,310

  自己株式 △130,301 -

  株主資本合計 3,352,430 3,534,320

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △5,464 △5,498

  評価・換算差額等合計 △5,464 △5,498

 新株予約権 5,737 -

 純資産合計 3,352,702 3,528,822

負債純資産合計 14,036,430 16,181,174



 
 
 

 

 (2)【四半期損益計算書】  
  【第３四半期累計期間】  
 （単位：千円）

  
当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日) 

営業収益 

 トレーディング損益 1,189,091

 営業収益合計 1,189,091

営業費用 

 販売費及び一般管理費合計 1,027,902 

営業利益 161,188 

営業外収益 

 受取利息 11,328

 その他 412

 営業外収益合計 11,740

営業外費用 

 その他 890

 営業外費用合計 890

経常利益 172,038 

税引前四半期純利益 172,038 

法人税、住民税及び事業税 75,651 

法人税等調整額 11,499 

法人税等合計 87,150 

四半期純利益 84,888 

  

 

 

  【第３四半期会計期間】  
 （単位：千円）

  
当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 

  至 平成20年12月31日) 

営業収益 

 トレーディング損益 373,034

 営業収益合計 373,034

営業費用 

 販売費及び一般管理費合計 376,515 

営業損失（△） △ 3,480 

営業外収益 

 受取利息 3,156

 その他 406

 営業外収益合計 3,563

営業外費用 

 その他 42

 営業外費用合計 42

経常利益 40 

税引前四半期純利益 40 

法人税、住民税及び事業税 10,427 

法人税等調整額 4,809 

法人税等合計 15,236 

四半期純損失（△） △ 15,196 

 

 

 



 
 
 

 (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】  
 （単位：千円）

  
当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前四半期純利益 172,038 

 減価償却費 61,348

 株式報酬費用 5,737

 受取利息 △11,328

 為替差損益（△は益） △54

 分別管理信託の増減額（△は増加） 1,891,992

 前払費用の増減額（△は増加） △2,283

 未払金の増減額（△は減少） 66,135

 顧客預り勘定の増減額（△は減少） △1,886,920

 その他 2,526 

 小計 299,191

 利息の受取額 7,072

 法人税等の支払額 △232,708

 営業活動によるキャッシュ・フロー 73,556

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 △21,878

 無形固定資産の取得による支出 △65,156

 差入保証金の回収による収入 1,192

 その他 △54

 投資活動によるキャッシュ・フロー △85,897

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 配当金の支払額 △134,981

 自己株式の取得による支出 △130,301

 財務活動によるキャッシュ・フロー △265,282

現金及び現金同等物に係る換算差額 54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △277,569

現金及び現金同等物の期首残高 1,662,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,384,821

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
＜訂正後＞ 

1 【四半期財務諸表】   
 (1)【四半期貸借対照表】   
  （単位：千円）

  
当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 2,968,012 2,955,145

  分別管理信託 10,479,898 12,662,327

  前払費用 20,630 18,346

  繰延税金資産 696 14,869

  その他 6,027 1,063

  流動資産合計 13,475,265 15,651,752

 固定資産 

  有形固定資産 217,592 235,375

  無形固定資産 124,882 74,818

  投資その他の資産 

   投資有価証券 125,785 125,730

   長期前払費用 803 1,283

   差入保証金 77,960 79,152

   繰延税金資産 19,951 18,226

   その他 300 246

   投資損失引当金 △5,410 △5,410

   投資その他の資産合計 219,390 219,227

  固定資産合計 561,865 529,421

 資産合計 14,037,131 16,181,174

 

  （単位：千円）

  
当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部 

 流動負債 

  未払金 128,615 55,885

  未払法人税等 2,157 175,224

  顧客預り勘定 10,528,918 12,415,839

  その他 13,165 5,402

  流動負債合計 10,672,856 12,652,351

 負債合計 10,672,856 12,652,351

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 1,224,005 1,224,005

  資本剰余金 

   資本準備金 1,129,005 1,129,005

   資本剰余金合計 1,129,005 1,129,005

  利益剰余金 

   その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金 1,141,293 1,181,310

   利益剰余金合計 1,141,293 1,181,310

  自己株式 △130,301 -

  株主資本合計 3,364,002 3,534,320

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △5,464 △5,498

  評価・換算差額等合計 △5,464 △5,498

 新株予約権 5,737 -

 純資産合計 3,364,274 3,528,822

負債純資産合計 14,037,131 16,181,174

 



 
 
 

 (2)【四半期損益計算書】  
  【第３四半期累計期間】  
 （単位：千円）

  
当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日) 

営業収益 

 トレーディング損益 1,189,091

 営業収益合計 1,189,091

営業費用 

 販売費及び一般管理費合計 1,027,760 

営業利益 161,331 

営業外収益 

 受取利息 11,328

 その他 412

 営業外収益合計 11,740

営業外費用 

 その他 890

 営業外費用合計 890

経常利益 172,181 

税引前四半期純利益 172,181 

法人税、住民税及び事業税 63,294 

法人税等調整額 12,425 

法人税等合計 75,720 

四半期純利益 96,460 

  

 

 

  【第３四半期会計期間】  
 （単位：千円）

  
当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 

  至 平成20年12月31日) 

営業収益 

 トレーディング損益 373,034

 営業収益合計 373,034

営業費用 

 販売費及び一般管理費合計 376,373 

営業損失（△） △ 3,338 

営業外収益 

 受取利息 3,156

 その他 406

 営業外収益合計 3,563

営業外費用 

 その他 42

 営業外費用合計 42

経常利益 182 

税引前四半期純利益 182 

法人税、住民税及び事業税 △1,929 

法人税等調整額 5,736 

法人税等合計 3,806 

四半期純損失（△） △ 3,623 

 

 

 

 



 
 
 

 (3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】  
 （単位：千円）

  
当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税引前四半期純利益 172,181 

 減価償却費 61,348

 株式報酬費用 5,737

 受取利息 △11,328

 為替差損益（△は益） △54

 分別管理信託の増減額（△は増加） 1,891,992

 前払費用の増減額（△は増加） △2,283

 未払金の増減額（△は減少） 66,135

 顧客預り勘定の増減額（△は減少） △1,886,920

 その他 2,383 

 小計 299,191

 利息の受取額 7,072

 法人税等の支払額 △232,708

 営業活動によるキャッシュ・フロー 73,556

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 △21,878

 無形固定資産の取得による支出 △65,156

 差入保証金の回収による収入 1,192

 その他 △54

 投資活動によるキャッシュ・フロー △85,897

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 配当金の支払額 △134,981

 自己株式の取得による支出 △130,301

 財務活動によるキャッシュ・フロー △265,282

現金及び現金同等物に係る換算差額 54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △277,569

現金及び現金同等物の期首残高 1,662,390

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,384,821

  

 

 

以  上 


