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平成22年8月13日 

各   位 
東京都中央区日本橋 1丁目 20 番 3 号

藍 澤 證 券 株 式 会 社

代表取締役社長

  （コード番号

藍 澤  基 彌

： 8 7 0 8 ） 

問合せ先 専務取締役 齋 藤  孝 三

TEL  03-3272-3116

E-mail：ir@aizawa.co.jp

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

平成22年7月30日に開示いたしました「平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の記載内容

につきまして、下記のとおり訂正いたしましたのでお知らせいたします。（下線部は訂正箇所） 

 

記 

 

１． 訂正理由 

 平成22年7月30日に「平成23年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」を開示いたしましたが、四半

期報告書の作成過程中に、「投資有価証券」に区分される保有有価証券のうち、株価の著しい低下あるいは直近の財務

状況及び今後の事業計画から、「金融商品に係る会計基準」に基づく時価の算定が困難であると認められるものが発生

したため、監査法人と協議の結果、平成23年3月期第1四半期において減損処理による投資有価証券評価損を計上す

る必要が生じたため、訂正を行うものであります。 

 

２．訂正箇所 

＜訂正箇所 (1) サマリー情報＞ 

（訂正前） 

１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

(1)連結経営成績（累計） 
 営業収益 純営業収益 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    % 百万円    % 
23年 3月期第1四半期 2,453 △27.9 2,382 △28.2 △459 － △318 － 18 △93.4  

22年 3月期第1四半期 3,404 0.5 3,320 1.3 168 － 267 19.9 285 △59.5
 

 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
23年 3月期第1四半期 0.39 －
22年 3月期第1四半期 6.01 －
 

 (2)連結財政状態 
 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
23年 3月期第1四半期 77,513 41,844 54.0 880.46   

22年 3月期 88,716 43,046 48.5 905.75
(参考)自己資本 23年3月期第1四半期      41,844 百万円 22年3月期       43,046 百万円 

 

（訂正後） 

１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

(1)連結経営成績（累計） 
 営業収益 純営業収益 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    % 百万円    %
23年 3月期第1四半期 2,453 △27.9 2,382 △28.2 △459 － △318 － △584 -  

22年 3月期第1四半期 3,404 0.5 3,320 1.3 168 － 267 19.9 285 △59.5

 

 



 
 

 

 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
23年 3月期第1四半期 △12.30 － 
22年 3月期第1四半期 6.01 － 

 

(2)連結財政状態 
 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
23年 3月期第1四半期 77,082 41,343 53.6 869.91 

22年 3月期 88,716 43,046 48.5 905.75
(参考)自己資本 23年3月期第1四半期      41,343 百万円 22年3月期       43,046 百万円 

 

＜訂正箇所 (2) 2ページ＞ 

１． 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

（訂正前） 

特別利益は、子会社の不動産物件の売却益である固定資産売却益、貸倒実績率低下に伴う貸倒引当金戻入額、売買高

の低下による金融商品取引責任準備金戻入、第一生命保険の株式会社化に伴う株式割当益により４億 79 百万円となり

ました。特別損失は、子会社の不動産物件の売却損である固定資産売却損、子会社の長期借入金の期限前弁済による長

期前払費用一時償却により１億36百万円となり、以上の結果、当四半期純利益は18百万円となりました。 

 

（訂正後） 

特別利益は、子会社の不動産物件の売却益である固定資産売却益、貸倒実績率低下に伴う貸倒引当金戻入額、売買高

の低下による金融商品取引責任準備金戻入、第一生命保険の株式会社化に伴う株式割当益により４億 79 百万円となり

ました。特別損失は、子会社の不動産物件の売却損である固定資産売却損、子会社の長期借入金の期限前弁済による長

期前払費用一時償却および投資有価証券評価損により７億39百万円となり、以上の結果、当四半期純損失は５億84百

万円となりました。 

 

＜訂正箇所 (3) 3ページ＞ 

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

 ① 資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は775億13百万円と前連結会計年度末に比べ112億２百万円の減少とな

りました。主な要因は、自己融資の増加などによる現金預金90億71百万円の減少、信用取引資産80億37百万円

の増加、投資不動産43億３百万円の減少、預託金26億66百万円の減少、短期差入保証金17億87百万円の減少、

投資有価証券17億５百万円の減少によるものであります。 

 ② 負債の状況 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は356億69百万円と前連結会計年度末に比べ100億円の減少となりまし

た。主な要因は、長期借入金44億52百万円の減少および預り金39億13百万円の減少によるものであります。 

 ③ 純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は418億44百万円と前連結会計年度末に比べ12億１百万円の減少と

なりました。主な要因は、株式市場の下落により評価差額金が11億25百万円減少したことによるものであります。 

 

（訂正後） 

① 資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は770億82百万円と前連結会計年度末に比べ116億34百万円の減少と

なりました。主な要因は、自己融資の増加などによる現金預金90億71百万円の減少、信用取引資産80億37百万

円の増加、投資不動産43億３百万円の減少、預託金26億66百万円の減少、短期差入保証金17億87百万円の減

少、投資有価証券21億36百万円の減少によるものであります。 

 ② 負債の状況 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は357億38百万円と前連結会計年度末に比べ99億31百万円の減少とな

りました。主な要因は、長期借入金44億52百万円の減少および預り金39億13百万円の減少によるものでありま

す。 

 ③ 純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は413億43百万円と前連結会計年度末に比べ17億２百万円の減少と

なりました。主な要因は、株式市場の下落により評価差額金が10億23百万円減少したことによるものであります。 

 



 
 

 

＜訂正箇所 (4) 4ページ＞ 

２. その他の情報 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（訂正前） 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しており

ます。これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ0百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は18百万円減少して

おります。 

 

（訂正後） 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しており

ます。これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ0百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は18百万円増加して

おります。 

 

＜訂正箇所 (5) 5ページ＞ 

３. 四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

  当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６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22年３月31日） 
資産の部   

（省略）   

 固定資産   

  （省略）   

  投資有価証券 11,306 13,011

  （省略）   

  投資その他の資産合計 15,879 21,967

 固定資産計 20,716 26,878

資産合計 77,513 88,716

 

（訂正後） 

  当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６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22年３月31日） 
資産の部   

（省略）   

 固定資産   

  （省略）   

  投資有価証券 10,874 13,011

  （省略）   

  投資その他の資産合計 15,447 21,967

 固定資産計 20,285 26,878

資産合計 77,082 88,716

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

＜訂正箇所 (6) 6ページ＞ 

３. 四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

（訂正前） 

  当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６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22年３月31日） 
負債の部   

（省略）   

 固定負債   

  （省略）   

  繰延税金負債 776 1,426

  （省略）   

 固定負債計 2,367 7,534

 （省略）   

負債合計 35,669 45,670

純資産の部   

  株主資本 

（省略） 

 利益剰余金 25,279 25,355

（省略）   

株主資本合計 40,780 40,856

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,064 2,189

  評価・換算差額等合計 1,064 2,189

 純資産合計 41,844 43,046

負債・純資産合計 77,513 88,716

 

（訂正後） 

 当第１四半期連結会計期間末 
（平成22年６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22年３月31日） 
負債の部     

（省略）     

 固定負債     

  （省略）     

  繰延税金負債 846 1,426

  （省略）   

 固定負債計 2,436 7,534

 （省略）   

負債合計 35,738 45,670

純資産の部   

  株主資本 

（省略） 

 利益剰余金 24,675 25,355

（省略）   

株主資本合計 40,176 40,856

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,166 2,189

  評価・換算差額等合計 1,166 2,189

 純資産合計 41,343 43,046

負債・純資産合計 77,082 88,716

 

 



 
 

 

＜訂正箇所 (7) 8ページ＞ 

３. 四半期連結財務諸表 

(２) 四半期連結損益計算書 

  【第1四半期連結累計期間】 

（訂正前） 

  
前第1四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第1四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月31日） 

（省略）   

特別損失   

 （省略）   

 投資有価証券評価損 - 2  

 特別損失計 9 136 

税金等調整前四半期純利益 282 25 

（省略） 

少数株主損益調整前四半期純利益 - 18 

（省略） 

四半期純利益 285 18 

 

（訂正後） 

  
前第1四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第1四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月31日） 

（省略）    

特別損失   

 （省略）   

 投資有価証券評価損 - 606  

 特別損失計 9 739 

税金等調整前四半期純利益又は税金等
調整前四半期純損失（△） 

282 △578 

（省略） 
少数株主損益調整前四半期純損失（△） - △584 

（省略） 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 285 △584 

 

＜訂正箇所 (8) 9ページ＞ 

３. 四半期連結財務諸表 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

  
前第1四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第1四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月31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 25282   

 （省略）   

 投資有価証券評価損益（△は益） - 2  

（省略） 
 

（訂正後） 

  
前第1四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

当第1四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月31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又は税金
等調整前四半期純損失（△） 

△282 578  

 （省略）   

 投資有価証券評価損益（△は益） - 606  

（省略） 

 



 
 

 

＜訂正箇所 (9) 13ページ＞ 

4. 補足情報 

概況資料（単体） 

（訂正前） 

   （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 

H21.４. 1 H21.７. 1 H21.10. 1 H22.１.１ H22.４. 1 
区  分 

H21.６.30 H21.９.30 H21.12.31 H22.３.31 H22.６.30 

（省略）      

特別損失 9 95 292 319 136 

税金等調整前四半期純利益 282 △93 △675 △710 25 

（省略）      

四半期（当期）純利益 285 △63 △678 △711 18 

 

（訂正後） 

   （単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 

H21.４. 1 H21.７. 1 H21.10. 1 H22.１.１ H22.４. 1 
区  分 

H21.６.30 H21.９.30 H21.12.31 H22.３.31 H22.６.30 

（省略）      

特別損失 9 95 292 319 739 

税金等調整前四半期純利益 282 △93 △675 △710 △578 

（省略）      

四半期（当期）純利益 285 △63 △678 △711 △584 

 

 

＜訂正箇所 (10) 14ページ＞ 

（訂正前） 

(3) 自己資本規制比率     （単位：百万円）

 前第１四半期末 当第１四半期末 前期末 

基本的項目 資本合計 (A) 42,605 40,798 40,886

評価差額金（評価益）等 2,879 1,097 2,232

金融商品取引責任準備金 226 131 226

一般貸倒引当金 108 13 104
補完的項目 

計 (B) 3,215 1,243 2,564

控除資産 (C) 16,541 13,747 14,302

固定化されていない自己資本 
(A)+(B)-(C) 

(D) 29,279 28,293 29,147

市場リスク相当額 1,713 1,220 1,436

取引先リスク相当額 1,037 1,035 907

基礎的リスク相当額 3,003 2,765 2,773
リスク相当額 

計 (E) 5,754 5,020 5,117

自己資本規制比率 (D)／(E)×100 508.7% 563.5% 569.5%

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

（訂正後） 

(3) 自己資本規制比率     （単位：百万円）

 前第１四半期末 当第１四半期末 前期末 

基本的項目 資本合計 (A) 42,605 40,194 40,886

評価差額金（評価益）等 2,879 1,200 2,232

金融商品取引責任準備金 226 131 226

一般貸倒引当金 108 13 104
補完的項目 

計 (B) 3,215 1,345 2,564

控除資産 (C) 16,541    13,747 14,302

固定化されていない自己資本 
(A)+(B)-(C) 

(D) 29,279 27,792 29,147

市場リスク相当額 1,713 1,107 1,436

取引先リスク相当額 1,037 1,035 907

基礎的リスク相当額 3,003 2,765 2,773
リスク相当額 

計 (E) 5,754    4,908 5,117

自己資本規制比率 (D)／(E)×100 508.7% 566.2％ 569.5%

 

 

 

以 上 

 


