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平成２１年11月12日 

各  位 

 株式会社EMCOMホールディングス 

 代表取締役社長 徐 躍平 

 （JASDAQコード 7954） 

 問合せ先 執行役員管理本部長 三井 規彰 

 TEL 03-5412-6100 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年12月期 第３四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成21年10月29日に発表いたしました「平成21年12月期 第３四半期決算短信」の記載内容に

ついて、一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 

なお、訂正はキャッシュ・フロー計算書に記載されている箇所であり、損益の訂正はありません。 

 

記 

 

１．訂正箇所（訂正部分に下線を付しております。） 

〔10ページ〕 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

【訂正前】 

  (単位：千円) 

  

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年９月 30 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

(中略)  

 未払金の増減額（△は減少） △248,554 

(中略)  

 前受金の増減額（△は減少） 14,123 

(中略)  

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 85,495 

(中略)  

 小計 660,205 

 利息及び配当金の受取額 47,798 

 利息の支払額 △392,155 

 法人税等の支払額 △948,668 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △632,820 
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【訂正後】 

  (単位：千円) 

  

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年９月 30 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

(中略)  

 未払金の増減額（△は減少） △416,458 

(中略)  

 前受金の増減額（△は減少） 4,930 

(中略)  

 その他の流動負債の増減額（△は減少） △82,408 

(中略)  

 小計 315,205 

 利息及び配当金の受取額 56,991 

 利息の支払額 △56,348 

 法人税等の支払額 △948,668 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △632,820 

 
２．訂正の理由 
  第３四半期決算短信発表後、四半期報告書作成の過程において第３四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書の数値について修正が必要となったため、所要の箇所について訂正

いたします。 
 

以上 



１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 849,042 2,261,016

預託金 5,537,809 3,717,791

受取手形及び売掛金 192,550 194,178

営業投資有価証券 － 190,651

トレーディング商品 25,978,136 －

たな卸資産 486,353 804,096

約定見返勘定 － 6,468,775

信用取引資産 1,399,717 989,694

短期差入保証金 2,476,255 1,163,125

その他 1,133,675 598,604

貸倒引当金 △64,484 △54,875

流動資産合計 37,989,056 16,333,060

固定資産   

有形固定資産 1,421,759 1,396,764

無形固定資産   

のれん 663,570 758,233

その他 182,572 182,855

無形固定資産合計 846,143 941,088

投資その他の資産 1,717,940 1,556,927

固定資産合計 3,985,842 3,894,780

資産合計 41,974,898 20,227,840

負債の部   

流動負債   

買掛金 19,769 40,014

未払金 198,901 891,023

トレーディング商品 － 5,612,806

約定見返勘定 24,259,862 －

信用取引負債 1,399,717 989,694

短期借入金 4,333,000 29,300

FX預り証拠金 6,525,865 3,447,765

受入保証金 181,605 243,228

未払法人税等 148,183 790,533

賞与引当金 204,957 2,649

役員賞与引当金 116,293 －

その他 538,450 347,434

流動負債合計 37,926,606 12,394,450



(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

固定負債   

社債 － 5,000,000

退職給付引当金 26,277 24,901

役員退職慰労引当金 42,932 24,260

その他 310,619 319,182

固定負債合計 379,830 5,368,344

特別法上の準備金   

金融商品取引責任準備金 1,850 5,866

特別法上の準備金合計 1,850 5,866

負債合計 38,308,287 17,768,661

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,933,006 4,933,006

資本剰余金 9,798,279 9,798,279

利益剰余金 △11,424,264 △12,003,089

自己株式 △15,314 △15,245

株主資本合計 3,291,706 2,712,949

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △166,410 △207,933

為替換算調整勘定 △48,257 △45,837

評価・換算差額等合計 △214,667 △253,770

新株予約権 26,823 －

少数株主持分 562,749 －

純資産合計 3,666,611 2,459,179

負債純資産合計 41,974,898 20,227,840



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,746,392

売上原価 591,921

売上総利益 5,154,470

販売費及び一般管理費 3,809,290

営業利益 1,345,180

営業外収益  

受取利息 52,773

その他 20,051

営業外収益合計 72,824

営業外費用  

支払利息 224,252

為替差損 36,350

持分法による投資損失 84,840

その他 28,516

営業外費用合計 373,959

経常利益 1,044,045

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,642

金融商品取引責任準備金戻入 4,016

役員退職慰労引当金戻入額 5,781

その他 931

特別利益合計 12,371

特別損失  

固定資産除却損 12,122

投資有価証券評価損 2,179

解約違約金 7,683

持分変動損失 130,945

その他 2,447

特別損失合計 155,378

税金等調整前四半期純利益 901,037

法人税等 320,276

少数株主利益 1,935

四半期純利益 578,825



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 901,037

減価償却費 261,506

のれん償却額 41,551

貸倒引当金の増減額（△は減少） △126

賞与引当金の増減額（△は減少） 202,307

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 116,293

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,142

受取利息及び受取配当金 △52,946

支払利息 224,252

為替差損益（△は益） 36,350

株式報酬費用 26,823

関係会社整理損 1,105

有価証券売却損益（△は益） 13,600

関係会社株式売却損益（△は益） △263

固定資産除却損 12,122

投資有価証券評価損益（△は益） 2,179

持分変動損益（△は益） 130,945

持分法による投資損益（△は益） 84,840

売上債権の増減額（△は増加） △64,502

トレーディング商品の増減額 △32,215,909

約定見返勘定の増減額（△は増加） 31,312,610

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,153

仕入債務の増減額（△は減少） △3,863

未払金の増減額（△は減少） △416,458

短期差入保証金の増減額（△は増加） △1,412,452

前受金の増減額（△は減少） 4,930

預り金の増減額（△は減少） 27,422

ＦＸ預り証拠金の増減額（△は減少） 4,265,629

預託金の増減額（△は増加） △2,958,458

受入保証金の増減額（△は減少） △61,623

特別法上の準備金の増減額 △4,016

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2,342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,672

その他の流動資産の増減額（△は増加） △177,407

その他の流動負債の増減額（△は減少） △82,408

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △8,000

長期前払費用の増減額（△は増加） 41,275

その他 25,547

小計 315,205

利息及び配当金の受取額 56,991

利息の支払額 △56,348

法人税等の支払額 △948,668

営業活動によるキャッシュ・フロー △632,820



(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30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 △375,594

無形固定資産の取得による支出 △84,072

投資有価証券の売却による収入 160,945

連結子会社株式の売却による支出 △68,313

非連結子会社の清算による収入 1,894

貸付けによる支出 △370,000

貸付金の回収による収入 411,052

敷金の差入による支出 △17,912

敷金の回収による収入 14,778

投資活動によるキャッシュ・フロー △327,221

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △667,000

その他 △68

財務活動によるキャッシュ・フロー △667,068

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,058

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,642,168

現金及び現金同等物の期首残高 2,311,103

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 167,549

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △66,701

現金及び現金同等物の四半期末残高 769,782




