
平成 21 年６月 16 日 

各 位 

会 社 名 トレイダーズホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 金丸 貴行 

（証券コード 8704 大証ヘラクレス） 

問合せ先 総務部長 大浦 隆文 

（TEL 03-5114-0344（代表）） 

 

 

(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５月 12 日に発表いたしました「平成 21年３月期 決算短信」の記載内容に一部訂正すべき

箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

（注）訂正箇所に下線を付すとともに、太字で表示しています。 

 

１．１ページ 

（訂正前） 

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） 

(1)連結経営成績 

 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 売上高営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21 年 3 月期 △6,755.90 ― △33.7 △2.5 △16.7

20 年 3 月期 249.43 249.16 1.1 2.0 14.8

 

（訂正後） 

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） 

(1)連結経営成績 

 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 売上高営業利益率

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21 年 3 月期 △6,775.90 ― △33.7 △2.5 △16.7

20 年 3 月期 249.43 249.16 1.1 2.0 14.8

 

２．１ページ 

（訂正前） 

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） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 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 △314 △69 △439 3,473

20 年 3 月期 2,856 4 △1,170 6,417

 

（訂正後） 

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） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 
 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 △233 △150 △439 3,473

20 年 3 月期 2,856 4 △1,170 6,417
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３．４ページ 

（訂正前） 

2.キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計期間における営業活動による資金は、前連結会計年度末と比較して314,610千円の支出超過（前連結会

計年度は 2,856,027 千円の収入超過）となりました。これは主に、税引等調整前当期純損失の計上 1,515,768 千円

の資金減少要因があったこと、一方、相場の急落により発生した顧客立替金に対する貸倒引当金が 582,095 千円増

加したこと、外国為替取引事業におけるシステム休止および次期システム開発中止などによる減損損失 226,897 千

円を計上したことなどによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計期間における投資活動による資金は、前連結会計年度末と比較して69,476千円の支出超過（前連結会

計年度は 4,933 千円の収入超過）となりました。これは主に、設備投資 232,103 千円を行った一方で、子会社株式

売却による収入 125,613 千円があったことなどによるものです。 

 

（訂正後） 

2.キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計期間における営業活動による資金は、前連結会計年度末と比較して233,554千円の支出超過（前連結会

計年度は 2,856,027 千円の収入超過）となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失の計上 1,515,768 千円

の資金減少要因があったこと、一方、相場の急落により発生した顧客立替金に対する貸倒引当金が 582,095 千円増

加したこと、外国為替取引事業におけるシステム休止および次期システム開発中止などによる減損損失 226,897 千

円を計上したことなどによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計期間における投資活動による資金は、前連結会計年度末と比較して150,532千円の支出超過（前連結会

計年度は 4,933 千円の収入超過）となりました。これは主に、設備投資 232,103 千円を行った一方で、子会社株式

売却による収入 125,613 千円があったことなどによるものです。 
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４．20 ページ 

（訂正前） 

４．連結財務諸表 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 
 

前連結会計年度 
(自 平成 19 年４月 1日 
 至 平成 20年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 20 年４月１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 

税金等調整前当期純利益 155,619 △1,515,768

減価償却費 155,657 187,376

株式報酬費用 1,582 7,825

固定資産除却損 105,373 32,356

新株予約権消滅益 △ 16,665 －

新株予約権戻入益 － △854

投資事業組合運用損益（△は益） 6,954 13,940

システム障害損 384,103 －

減損損失 － 226,897

解約違約金 － 149,531

事業整理損失 － 38,805

関係会社株式売却損益（△は益） － △97,298

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,845 582,095

ポイント引当金の増減額（△は減少） 24,203 △24,203

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,082 6,518

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 68,000

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） 30,453 △70,587

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） － 84,501

受取利息及び受取配当金 △ 49,604 △27,281

支払利息 42,673 29,621

為替差損益（△は益） 63,079 10,647

顧客分別金の増減額（△は増加） 7,540,060 864,000

トレーディング商品の増減額 1,301,019 △195,462

信用取引資産の増減額（△は増加） 514,094 △1,570,169

短期差入保証金の増減額（△は増加） 6,914,185 1,357,598

その他の流動資産の増減額（△は増加） 152,344 △208,806

信用取引負債の増減額（△は減少） △535,482 1,628,732

預り金の増減額（△は減少） △113,307 751,462

受入保証金の増減額（△は減少） △13,173,851 △2,509,223

その他の流動負債の増減額（△は減少） △30,332 62,230

その他 14,523 －

小計 3,524,611 △117,513

利息及び配当金の受取額 49,570 28,090

利息の支払額 △ 38,525 △27,619

損害賠償金の支払額 △ 384,103 －

法人税等の支払額 △ 295,524 △21,924

事業整理損失の支払額 － △38,046

解約違約金の支払額 － △137,597

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,856,027 △314,610
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前連結会計年度 
(自 平成 19 年４月 1日 
 至 平成 20年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 20 年４月１日 
 至 平成 21年３月 31 日)

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 △ 21,641 △114,270

無形固定資産の取得による支出 △ 43,369 △117,833

投資有価証券の取得による支出 △ 50,387 △20,000

投資有価証券の売却による収入 49,829 2,000

保証金及び預託金の差入による支出 △ 4,437 △29,374

保証金及び預託金の返還による収入 13,912 52,168

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ 125,613

長期前払費用の取得による支出 － △52,045

その他 61,028 84,265

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,933 △69,476

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） △762,300 △328,000

長期借入金の返済による支出 △144,240 －

株式の発行による収入 6,599 －

新株予約権の発行による収入 2,748 －

自己株式の処分による収入 10,788 64,452

自己株式の取得による支出 △65,169 －

配当金の支払額 △44,952 △43,558

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △173,502 △66,146

その他 △66,596

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,170,028 △439,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 △62,598 △10,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,628,334 △834,585

現金及び現金同等物の期首残高 4,785,482 6,417,375

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 3,558 －

資金の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額(△は減少) 
－ △2,109,533

現金及び現金同等物の期末残高 6,417,375 3,473,256
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（訂正後） 

４．連結財務諸表 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 
 

前連結会計年度 
(自 平成 19 年４月 1日 
 至 平成 20年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 20 年４月１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 

税金等調整前当期純利益 155,619 △1,515,768

減価償却費 155,657 187,376

株式報酬費用 1,582 7,825

固定資産除却損 105,373 32,356

新株予約権消滅益 △ 16,665 －

新株予約権戻入益 － △854

投資事業組合運用損益（△は益） 6,954 13,940

システム障害損 384,103 －

減損損失 － 226,897

解約違約金 － 149,531

事業整理損失 － 38,805

関係会社株式売却損益（△は益） － △97,298

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,845 582,095

ポイント引当金の増減額（△は減少） 24,203 △24,203

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,082 6,518

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 68,000

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） 30,453 △70,587

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） － 84,501

受取利息及び受取配当金 △ 49,604 △27,281

支払利息 42,673 29,621

為替差損益（△は益） 63,079 10,647

顧客分別金の増減額（△は増加） 7,540,060 864,000

トレーディング商品の増減額 1,301,019 △195,462

信用取引資産の増減額（△は増加） 514,094 △1,570,169

短期差入保証金の増減額（△は増加） 6,914,185 1,357,598

その他の流動資産の増減額（△は増加） 152,344 △208,806

信用取引負債の増減額（△は減少） △535,482 1,628,732

預り金の増減額（△は減少） △113,307 751,462

受入保証金の増減額（△は減少） △13,173,851 △2,509,223

その他の流動負債の増減額（△は減少） △30,332 62,230

その他 14,523 81,056

小計 3,524,611 △36,456

利息及び配当金の受取額 49,570 28,090

利息の支払額 △ 38,525 △27,619

損害賠償金の支払額 △ 384,103 －

法人税等の支払額 △ 295,524 △21,924

事業整理損失の支払額 － △38,046

解約違約金の支払額 － △137,597

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,856,027 △233,554
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前連結会計年度 
(自 平成 19 年４月 1日 
 至 平成 20年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 20 年４月１日 
 至 平成 21年３月 31 日)

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 △ 21,641 △114,270

無形固定資産の取得による支出 △ 43,369 △117,833

投資有価証券の取得による支出 △ 50,387 △20,000

投資有価証券の売却による収入 49,829 2,000

保証金及び預託金の差入による支出 △ 4,437 △29,374

保証金及び預託金の返還による収入 13,912 52,168

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による

収入 
－ 125,613

長期前払費用の取得による支出 － △52,045

その他 61,028 3,208

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,933 △150,532

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） △762,300 △328,000

長期借入金の返済による支出 △144,240 －

株式の発行による収入 6,599 －

新株予約権の発行による収入 2,748 －

自己株式の処分による収入 10,788 64,452

自己株式の取得による支出 △65,169 －

配当金の支払額 △44,952 △43,558

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △173,502 △66,146

その他 △66,596

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,170,028 △439,850

現金及び現金同等物に係る換算差額 △62,598 △10,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,628,334 △834,585

現金及び現金同等物の期首残高 4,785,482 6,417,375

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 3,558 －

資金の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額(△は減少) 
－ △2,109,533

現金及び現金同等物の期末残高 6,417,375 3,473,256
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５．53 ページ 

（訂正前） 

平成 21 年 3月期 連結決算資料 

3.有価証券の売買等の状況 

⑤外国為替取引 

区分 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日  

 至 平成 20 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日  

 至 平成 21 年３月 31 日）

前年同期比 

米ドル        （百万ドル） 35,123 6,545 △28,577

ユーロ         （百万ユーロ） 10,940 3,572 △7,367

英ポンド        （百万ポンド） 8,753 2,349 △6,403

豪ドル         （百万ドル） 18,718 2,410 △16,308

ニュージーランドドル（百万ドル） 8,560 489 △8,071

南アフリカランド    （百万ランド） 6,837 346 △6,491

香港ドル        （百万ドル） 413 12 △400

ポーランドズロチ    （百万ズロチ） 118 24 △94

メキシコペソ      （百万ペソ） 853 62 △790

カナダドル       （百万ドル） 1,874 28 △1,846

スイスフラン      （百万フラン） 2 43 40

デンマーククローネ  （百万クローネ） － 3 3

シンガポールドル    （百万ドル） 0 － △0

トルコリラ      （百万リラ） － 68 68

スウェーデンクローナ（百万クローナ） － 2 2

ノルウェークローネ （百万クローネ） － 2 2

 

 

（訂正後） 

平成 21 年 3月期 連結決算資料 

3.有価証券の売買等の状況 

⑤外国為替取引 

区分 

前連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 20 年３月 31 日）

当連結会計年度 

（自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日）

前年同期比 

米ドル         （百万ドル） 35,123 151,780 116,657

ユーロ         （百万ユーロ） 10,940 22,484 11,543

英ポンド        （百万ポンド） 8,753 11,385 2,632

豪ドル         （百万ドル） 18,718 15,126 △3,592

ニュージーランドドル（百万ドル） 8,560 4,563 △3,997

南アフリカランド    （百万ランド） 6,837 2,813 △4,024

香港ドル        （百万ドル） 413 72 △340

ポーランドズロチ    （百万ズロチ） 118 124 5

メキシコペソ      （百万ペソ） 853 346 △506

カナダドル       （百万ドル） 1,874 805 △1,068

スイスフラン      （百万フラン） 2 2,351 2,349

デンマーククローネ  （百万クローネ） － 4 4

シンガポールドル    （百万ドル） 0 1 0

トルコリラ       （百万リラ） － 112 112

スウェーデンクローナ（百万クローナ） － 2 2

ノルウェークローネ （百万クローネ） － 3 3

 

 

以上 


