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平成２１年５月１８日 

各    位 

会 社 名  丸 三 証 券 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  長尾 榮次郎 

（コード番号 ８６１３ 東証、大証一部） 

問合せ先  執行役員財務部長 山崎 昇 

                                                       Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２７３－４９７６   

                                                                          

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成 21 年 4 月 28 日に発表いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」の記載内容につきまして、 

一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は「平成 21 年３月期 決算短信」の該当ページ数の後、太字にて下線を付して表示 

しております。 

 

 

記 

 

 

１ページ（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 

【訂正前】 

 

 

 

 

【訂正後】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 18,692 △ 108 △ 1,755 23,614

20年3月期 4,130 △ 477 △ 5,208 6,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 18,587 △ 108 △ 1,755 23,614

20年3月期 4,130 △ 477 △ 5,208 6,976
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４ページ（2）財政状態に関する分析 

  

【訂正前】 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末より

16,638 百万円増加しました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 18,692 百万円となりました。収入の主な内訳は、信用取

引資産の減少等によるものであり、 支出の主な内訳は、コールローンによる貸付金の増加

及び受入保証金の減少等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は△108 百万円となりました。 投資有価証券の売却による

収入がありましたが、有形固定資産等の取得により支出超過となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は△1,755 百万円となりました。 これは主に自己株式の取

得や配当金の支払いによるものです。 

 

【訂正後】 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末より

16,638 百万円増加しました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 18,587 百万円となりました。収入の主な内訳は、信用取

引資産の減少等によるものであり、 支出の主な内訳は、コールローンによる貸付金の増加

及び受入保証金の減少等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は△108 百万円となりました。 投資有価証券の売却による

収入がありましたが、有形固定資産等の取得により支出超過となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は△1,755 百万円となりました。 これは主に自己株式の取

得や配当金の支払いによるものです。 
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12 ページ（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

【訂正前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

 至　平成20年３月31日)  至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,348   △1,860

減価償却費 1,117   782     

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66      △37

退職給付引当金の増減額（△は減少） △330 △145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少) △205 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △260

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △20

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 37      △453

受取利息及び受取配当金 △1,790 △1,128

支払利息 334     249     

固定資産売却損益（△は益） 14      18      

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 280     251     

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 8,655   3,227   

貸付金の増減額（△は増加） △4,991 △4,001

立替金及び預り金の増減額 △6,476 △272

トレーディング商品の増減額 899     △636

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 4,406   25,612  

受入保証金の増減額（△は減少） △1,368 △3,842

その他 1,243   815     

小計 5,162   18,299  

利息及び配当金の受取額 1,790   1,240   

利息の支払額 △334 △248

法人税等の支払額 △2,488 △599

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,130   18,692  

投資有価証券の取得による支出 △168 △29

投資有価証券の売却による収入 4      170     

有形固定資産の取得による支出 △315 △250

その他 1      ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △477 △108

短期借入金の純増減額（△は減少） △100 ―

自己株式の取得による支出 △6 △1,024

自己株式の売却による収入 57      2      

配当金の支払額 △5,159 △733

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,208 △1,755

現金及び現金同等物に係る換算差額 △79 △189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,634 16,638  

現金及び現金同等物の期首残高 8,611   6,976   

現金及び現金同等物の期末残高 6,976   23,614  

財務活動によるキャッシュ・フロー

　　前連結会計年度 　　当連結会計年度

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

投資活動によるキャッシュ・フロー
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【訂正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

（単位：百万円）

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

 至　平成20年３月31日)  至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,348   △1,860

減価償却費 1,117   782     

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66      △37

退職給付引当金の増減額（△は減少） △330 △145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少) △205 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △260

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △20

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 37      △453

受取利息及び受取配当金 △1,790 △1,128

支払利息 334     249     

固定資産売却損益（△は益） 14      18      

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 280     251     

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 8,655   3,227   

貸付金の増減額（△は増加） △4,991 △4,001

立替金及び預り金の増減額 △6,476 △272

トレーディング商品の増減額 899     △636

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 4,406   25,612  

受入保証金の増減額（△は減少） △1,368 △3,842

その他 1,243   711     

小計 5,162   18,194  

利息及び配当金の受取額 1,790   1,240   

利息の支払額 △334 △248

法人税等の支払額 △2,488 △599

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,130   18,587  

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △168 △29

投資有価証券の売却による収入 4      170     

固定資産の取得による支出 △315 △250

その他 1      ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △477 △108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △100 ―

自己株式の取得による支出 △6 △1,024

自己株式の売却による収入 57      2      

配当金の支払額 △5,159 △733

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,208 △1,755

現金及び現金同等物に係る換算差額 △79 △84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,634 16,638  

現金及び現金同等物の期首残高 8,611   6,976   

現金及び現金同等物の期末残高 6,976   23,614  

　　前連結会計年度 　　当連結会計年度

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）



平成21年3月期 決算短信 
平成21年4月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 丸三証券株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 8613 URL http://www.marusan-sec.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 長尾 榮次郎

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財務部長 （氏名） 山崎 昇 TEL 03-3273-4976
定時株主総会開催予定日 平成21年6月24日 配当支払開始予定日 平成21年6月25日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 13,106 △34.1 12,857 △34.2 △2,454 ― △2,084 ― △2,363 ―

20年3月期 19,873 △10.5 19,539 △10.4 3,320 △39.3 3,692 △35.8 1,658 △59.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △32.58 ― △5.1 △2.6 △18.7

20年3月期 22.50 22.47 3.2 3.4 16.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 75,196 43,696 58.0 602.69
20年3月期 87,660 49,494 56.4 670.28

（参考） 自己資本   21年3月期  43,611百万円 20年3月期  49,446百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 18,587 △108 △1,755 23,614
20年3月期 4,130 △477 △5,208 6,976

2.  配当の状況 

（注） 当社グループの業績が株式市場の動向ににより大きく影響を受けることから、配当予想についても見通しが非常に困難であるのが現状です。以上の
理由から、当社グループでは配当予想の開示は行わず、その代わりとして株主や投資家の皆さまに配当予定額を決定した時点で早期開示を行ってまいり
ました。今後とも配当予定額が固まり次第早期開示に努めてまいります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00 1,106 66.7 2.1
21年3月期 ― 5.00 ― 2.50 7.50 542 ― 1.2

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（注） 当社グループは市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、業績予想を行うことは困難であります。このため、業績数値が確定した時点
で、速報値の開示に努めております。（詳細は2ページ「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」） 



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、20ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 75,282,940株 20年3月期 75,282,940株

② 期末自己株式数 21年3月期  2,920,377株 20年3月期  1,511,863株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 純営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 13,104 △34.1 12,848 △34.2 △2,520 ― △2,159 ― △2,381 ―

20年3月期 19,873 △10.5 19,532 △10.5 3,165 △39.9 3,523 △36.2 1,132 △71.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
自己資本当期純利益率

円 銭 円 銭 ％

21年3月期 △32.82 ― △5.2

20年3月期 15.35 15.34 2.2

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 自己資本規制比率
百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

21年3月期 74,655 42,814 57.2 590.50 785.7
20年3月期 87,053 48,618 55.8 658.40 754.0

（参考） 自己資本 21年3月期  42,729百万円 20年3月期  48,571百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 当社グループの営業収益は、受入手数料収入及びトレーディング損益並びに金融収益を柱としており、その大半が株式市場及び債券市場を源泉として
おります。特に収入源である受入手数料、中でも株式委託手数料の営業収益に占める割合が高く、株式市場の動向によって業績が大きく左右される傾向
があります。 
 もとより、株式市場を中心に証券市場は、内外の政治・経済情勢、企業収益、金利、税制等、様々な要因を反映して変動します。従って当社グループの業
績を予想するためには、あらかじめこれら変動要因を的確に予測しつつ将来の市場動向を適切に把握する必要がありますが、それを実現することは極め
て困難であるのが現状です。 
 こうした多くの不確定要素に基づく業績予想は、予想と実績との間に大きな乖離が生ずる可能性があり、株主や投資家の皆さまの投資判断にかえって悪
影響を与え、公正な株価形成を阻害する恐れがあると判断致します。 
 以上の理由から、当社グループでは業績予想の開示は行わず、その代わりとして業績数値が確定した時点で、株主や投資家の皆さまへ速報値を開示し
てまいりました。今後とも速報値の早期開示に努めてまいります。 




