
 

 

平成 23 年 5 月 25 日 
各      位 

会社名 澤田ホールディングス株式会社 
代表者 代表取締役社長 澤 田  秀雄 

（コード 8699 JASDAQ） 
問合せ責任者 取 締 役 三 嶋  義明 

TEL 03-4560-0398（代表） 
 
 

（訂正・数値データ訂正あり） 
「平成 23 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

 平成 23 年 4 月 28 日に発表いたしました「平成 23 年 3 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」

の記載内容に一部訂正すべき箇所がありましたので、下記のとおりお知らせします。また、数

値データ（XBRL）につきましても訂正がありましたので、訂正後の数値データ（XBRL）を

送信いたします。 
なお、訂正箇所は下線を付して表示しております。 

 
記 

 

《訂正の理由》 

  持分法適用関連会社の平成 23 年 3 月期決算において修正が行われたことに伴い、持分法による投資損失

及びこれに関連する箇所、並びにその他訂正すべき箇所の訂正を行います。 

 

《訂正箇所一覧》 
 （該当ページ）

サマリー情報 １．平成 23 年 3 月期の連結業績 (1) 連結経営成績 

サマリー情報 １．平成 23 年 3 月期の連結業績 (2) 連結財政状態         

１．経営成績   (1) 経営成績に関する分析                   

１．経営成績   (2) 財政状態に関する分析                   

４．連結財務諸表 (1) 連結貸借対照表                      

４．連結財務諸表 (2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書           

４．連結財務諸表 (3) 連結株主資本変動計算書関係 

４．連結財務諸表 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書               

４．連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報） 

４．連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に関する注記事項（１株当たり情報）      
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《訂正箇所》 

 

（サマリー情報） 

1. 平成 23 年 3月期の連結業績（平成 22 年 4月 1日～平成 23 年 3月 31 日） 

(1)連結経営成績 

【訂正前】 

 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 ％

23 年 3月期 17,165 29.0 1,482 ― 1,995 25.4 △448 ― 

22 年 3 月期 13,303 △25.1 △841 ― 1,591 △58.4 670 △34.9

(注)包括利益  23 年 3 月期 △368百万円 (―％)  22 年 3 月期 1,342 百万円 (―％) 

 

 
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 ％ ％ ％

23 年 3 月期 △11.18 ― △1.8 1.4 8.6

22 年 3 月期 16.71 16.56 2.7 1.4 △6.3

(参考)持分法投資損益  23 年 3 月期 △191百万円   22 年 3 月期 1,281 百万円 

 

【訂正後】 

 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 ％

23 年 3月期 17,165 29.0 1,482 ― 2,127 33.6 △317 ― 

22 年 3 月期 13,303 △25.1 △841 ― 1,591 △58.4 670 △34.9

(注)包括利益  23 年 3 月期 △236百万円 (―％)  22 年 3 月期 1,342 百万円 (―％) 

 

 
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 ％ ％ ％

23 年 3 月期 △7.90 ― △1.3 1.5 8.6

22 年 3 月期 16.71 16.56 2.7 1.4 △6.3

(参考)持分法投資損益  23 年 3 月期 △60百万円   22 年 3 月期 1,281 百万円 

 

 

(2)連結財政状態 

【訂正前】 

 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 155,072 27,902 15.4 596.73

22 年 3 月期 120,561 27,915 20.8 624.24

(参考)自己資本  23 年 3 月期 23,957百万円   22 年 3 月期 25,062 百万円 

 

【訂正後】 

 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 155,204 28,033 15.5 600.01

22 年 3 月期 120,561 27,915 20.8 624.24

(参考)自己資本  23 年 3 月期 24,089百万円   22 年 3 月期 25,062 百万円 
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（2ページ） 

１．経営成績 

 (1）経営成績に関する分析 

【訂正前】 

…（前略）… 

 このような環境の下、当社グループの当連結会計年度の営業収益は171億65百万円（前年同期比38億61百万円増)、

経常利益は19億95百万円（前年同期比４億３百万円増）となりましたが、株式市場の下落により生じた投資有価証券

評価損５億60百万円、商品先物取引基幹システムの変更に伴う解約損失３億89百万円、証券基幹システムの変更等に

よる減損損失３億50百万円等の特別損失20億53百万円を計上した結果、当期純損失は４億48百万円となりました。 

…（後略）… 

 

【訂正後】 

…（前略）… 

 このような環境の下、当社グループの当連結会計年度の営業収益は171億65百万円（前年同期比38億61百万円増)、

経常利益は21億27百万円（前年同期比５億35百万円増）となりましたが、株式市場の下落により生じた投資有価証券

評価損５億60百万円、商品先物取引基幹システムの変更に伴う解約損失３億89百万円、証券基幹システムの変更等に

よる減損損失３億50百万円等の特別損失20億53百万円を計上した結果、当期純損失は３億17百万円となりました。 

…（後略）… 

 

 

（4 ページ） 

（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

【訂正前】 

 当連結会計年度末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて345億11百万円増加し、1,550億72百万

円になりました。これは主に、「現金及び預金」が59億33百万円、「有価証券」が109億66百万円、「貸出金」が

130億56百万円増加し、「信用取引資産」が21億60百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて345億24百万円増加し、1,271億70百万円となりました。こ

れは主に、「預金」が289億69百万円増加し、「顧客からの預り金」が10億39百万円減少したことによるものであ

ります。 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて12百万円減少し、279億２百万円となりました。これは

主に、「少数株主持分」が10億90百万円増加し、「利益剰余金」が４億48百万円、「その他有価証券評価差額金」

が５億80百万円減少したことによるものであります。 

 

【訂正後】 

 当連結会計年度末の資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて346億43百万円増加し、1,552億４百万

円になりました。これは主に、「現金及び預金」が59億33百万円、「有価証券」が109億66百万円、「貸出金」が

130億56百万円増加し、「信用取引資産」が21億60百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて345億24百万円増加し、1,271億70百万円となりました。こ

れは主に、「預金」が289億69百万円増加し、「顧客からの預り金」が10億39百万円減少したことによるものであ

ります。 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて118百万円増加し、280億33百万円となりました。これは

主に、「少数株主持分」が10億90百万円増加し、「利益剰余金」が３億17百万円、「その他有価証券評価差額金」

が５億80百万円減少したことによるものであります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 
 
【訂正前】 

（単位：百万円）

        前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 22,754 28,688

    預託金 11,287 11,019

      顧客分別金信託 10,780 10,556

      その他の預託金 507 463

    トレーディング商品 1,418 374

      商品有価証券等 1,418 374

    有価証券 11,384 22,351

    約定見返勘定 － 75

    信用取引資産 11,341 9,181

      信用取引貸付金 9,722 8,200

      信用取引借証券担保金 1,618 980

    貸出金 38,129 51,185

    差入保証金 1,200 1,305

    委託者先物取引差金 91 147

    販売用不動産 － 6,144

    仕掛販売用不動産 － 4,474

    その他 3,874 3,783

    貸倒引当金 △1,854 △1,831

    流動資産合計 99,627 136,901

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 1,432 1,569

      器具及び備品（純額） 1,207 1,163

      土地 57 57

      建設仮勘定 72 104

      有形固定資産合計 2,768 2,894

    無形固定資産     

      ソフトウエア 428 275

      その他 9 4

      無形固定資産合計 437 280

    投資その他の資産     

      投資有価証券 3,742 2,018

      関係会社株式 12,845 12,116

      その他の関係会社有価証券 1 0

      長期差入保証金 623 702

      破産更生債権等 886 883

      その他 539 175

      貸倒引当金 △912 △899

      投資その他の資産合計 17,727 14,996

    固定資産合計 20,933 18,171

  資産合計 120,561 155,072
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【訂正後】 

（単位：百万円）

        前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 22,754 28,688

    預託金 11,287 11,019

      顧客分別金信託 10,780 10,556

      その他の預託金 507 463

    トレーディング商品 1,418 374

      商品有価証券等 1,418 374

    有価証券 11,384 22,351

    約定見返勘定 － 75

    信用取引資産 11,341 9,181

      信用取引貸付金 9,722 8,200

      信用取引借証券担保金 1,618 980

    貸出金 38,129 51,185

    差入保証金 1,200 1,921

    委託者先物取引差金 91 147

    販売用不動産 － 6,357

    仕掛販売用不動産 － 4,260

    その他 3,874 3,168

    貸倒引当金 △1,854 △1,831

    流動資産合計 99,627 136,901

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 1,432 1,569

      器具及び備品（純額） 1,207 1,163

      土地 57 57

      建設仮勘定 72 104

      有形固定資産合計 2,768 2,894

    無形固定資産     

      ソフトウエア 428 275

      その他 9 4

      無形固定資産合計 437 280

    投資その他の資産     

      投資有価証券 3,742 2,018

      関係会社株式 12,845 12,248

      その他の関係会社有価証券 1 0

      長期差入保証金 623 702

      破産更生債権等 886 883

      その他 539 175

      貸倒引当金 △912 △899

      投資その他の資産合計 17,727 15,128

    固定資産合計 20,933 18,303

  資産合計 120,561 155,204
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【訂正前】 

（単位：百万円）

      
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 12,223 12,223

    資本剰余金 11,057 11,057

    利益剰余金 3,958 3,509

    自己株式 △834 △994

    株主資本合計 26,404 25,795

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 85 △494

    繰延ヘッジ損益 △29 △22

    為替換算調整勘定 △1,399 △1,321

    その他の包括利益累計額合計 △1,342 △1,838

  新株予約権 12 13

  少数株主持分 2,840 3,931

  純資産合計 27,915 27,902

負債純資産合計 120,561 155,072

          

  

  
 
【訂正後】 

（単位：百万円）

      
前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 12,223 12,223

    資本剰余金 11,057 11,057

    利益剰余金 3,958 3,641

    自己株式 △834 △994

    株主資本合計 26,404 25,927

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 85 △494

    繰延ヘッジ損益 △29 △22

    為替換算調整勘定 △1,399 △1,321

    その他の包括利益累計額合計 △1,342 △1,838

  新株予約権 12 13

  少数株主持分 2,840 3,931

  純資産合計 27,915 28,033

負債純資産合計 120,561 155,204
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

（連結損益計算書） 

【訂正前】 

（単位：百万円）

      

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

営業収益     

  受入手数料 1,765 1,451

    委託手数料 1,353 875

    
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘

等の手数料 
2 35

    
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等

の取扱手数料 
113 45

    その他の受入手数料 295 494

  受取手数料 185 267

  トレーディング損益 719 1,481

  金融収益 449 420

  貸出金利息 8,665 10,389

  その他の役務収益 639 797

  外国為替売買益 250 355

  その他の業務収益 20 124

  売上高 608 1,878

  営業収益計 13,303 17,165

金融費用 180 170

預金利息 4,290 4,945

売上原価 320 1,561

純営業収益 8,511 10,488

販売費及び一般管理費     

  取引関係費 1,247 1,398

  人件費 4,273 4,495

  不動産関係費 605 631

  事務費 1,103 1,061

  減価償却費 563 645

  租税公課 102 95

  訴訟損失引当金繰入額 28 －

  貸倒引当金繰入額 870 73

  その他 558 604

  販売費及び一般管理費合計 9,353 9,005

営業利益又は営業損失（△） △841 1,482

営業外収益     

  不動産賃貸料 3 －

  受取配当金 24 26

  持分法による投資利益 1,281 －

  投資事業組合運用益 248 179

  負ののれん償却額 854 730

  その他 74 40

  営業外収益計 2,486 978

営業外費用     

  不動産賃貸費用 1 －

  支払利息 1 182

  為替差損 44 55

  持分法による投資損失 － 191

  その他 5 35

  営業外費用計 53 464

経常利益 1,591 1,995
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【訂正後】 

（単位：百万円）

      

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

営業収益     

  受入手数料 1,765 1,451

    委託手数料 1,353 875

    
引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘

等の手数料 
2 35

    
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等

の取扱手数料 
113 45

    その他の受入手数料 295 494

  受取手数料 185 267

  トレーディング損益 719 1,481

  金融収益 449 420

  貸出金利息 8,665 10,389

  その他の役務収益 639 797

  外国為替売買益 250 355

  その他の業務収益 20 124

  売上高 608 1,878

  営業収益計 13,303 17,165

金融費用 180 170

預金利息 4,290 4,945

売上原価 320 1,561

純営業収益 8,511 10,488

販売費及び一般管理費     

  取引関係費 1,247 1,398

  人件費 4,273 4,495

  不動産関係費 605 631

  事務費 1,103 1,061

  減価償却費 563 645

  租税公課 102 95

  訴訟損失引当金繰入額 28 －

  貸倒引当金繰入額 870 73

  その他 558 604

  販売費及び一般管理費合計 9,353 9,005

営業利益又は営業損失（△） △841 1,482

営業外収益     

  不動産賃貸料 3 －

  受取利息及び配当金 24 26

  持分法による投資利益 1,281 －

  投資事業組合運用益 248 179

  負ののれん償却額 854 730

  その他 74 40

  営業外収益計 2,486 978

営業外費用     

  不動産賃貸費用 1 －

  支払利息 1 182

  為替差損 44 55

  持分法による投資損失 － 60

  その他 5 35

  営業外費用計 53 333

経常利益 1,591 2,127
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（17 ページ） 

【訂正前】 
（単位：百万円）

    

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

特別利益     

  投資有価証券売却益 0 －

  金融商品取引責任準備金戻入 5 －

  商品取引責任準備金戻入額 28 －

  貸倒引当金戻入額 36 18

  固定資産売却益 14 0

  システム解約損失引当金戻入額 50 －

  取引所脱退益 72 －

  受取和解金 － 730

  その他 36 88

  特別利益計 243 838

特別損失     

  固定資産除却損 0 35

  投資有価証券売却損 0 163

  減損損失 0 350

  投資有価証券評価損 343 560

  金融商品取引責任準備金繰入額 45 43

  取引所脱退損失 20 －

  システム解約損失 － 389

  事業構造改善費用 38 －

  その他 141 509

  特別損失計 589 2,053

税金等調整前当期純利益 1,246 780

法人税、住民税及び事業税 240 650

法人税等調整額 － △2

法人税等合計 240 652

少数株主損益調整前当期純利益 － 127

少数株主利益 334 576

当期純利益又は当期純損失（△） 670 △448
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【訂正後】 
（単位：百万円）

    

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

特別利益     

  投資有価証券売却益 0 －

  金融商品取引責任準備金戻入 5 －

  商品取引責任準備金戻入額 28 －

  貸倒引当金戻入額 36 18

  固定資産売却益 14 0

  システム解約損失引当金戻入額 50 －

  取引所脱退益 72 －

  受取和解金 － 730

  その他 36 88

  特別利益計 243 838

特別損失     

  固定資産除却損 0 35

  投資有価証券売却損 0 163

  減損損失 0 350

  投資有価証券評価損 343 560

  金融商品取引責任準備金繰入額 45 43

  取引所脱退損失 20 －

  システム解約損失 － 389

  事業構造改善費用 38 －

  その他 141 509

  特別損失計 589 2,053

税金等調整前当期純利益 1,246 912

法人税、住民税及び事業税 240 650

法人税等調整額 － △2

法人税等合計 240 652

少数株主損益調整前当期純利益 － 259

少数株主利益 334 576

当期純利益又は当期純損失（△） 670 △317
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（18 ページ） 

（連結包括利益計算書） 
【訂正前】 

（単位：百万円）

    

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 127

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 － △569

  為替換算調整勘定 － 77

  持分法適用会社に対する持分相当額 － △4

  その他の包括利益合計 － △496

包括利益 － △368

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 － △979

  少数株主に係る包括利益 － 611

        

  
【訂正後】 

（単位：百万円）

    

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 259

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 － △569

  為替換算調整勘定 － 77

  持分法適用会社に対する持分相当額 － △4

  その他の包括利益合計 － △496

包括利益 － △236

（内訳）     

  親会社株主に係る包括利益 － △847

  少数株主に係る包括利益 － 611
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（19 ページ） 

（３）連結株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

（単位：百万円）

        

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本     

  資本金     

    前期末残高 12,223 12,223

    当期末残高 12,223 12,223

  資本剰余金     

    前期末残高 11,057 11,057

    当期末残高 11,057 11,057

  利益剰余金     

    前期末残高 3,287 3,958

    当期変動額     

      当期純利益又は当期純損失（△） 670 △448

      当期変動額合計 670 △448

    当期末残高 3,958 3,509

  自己株式     

    前期末残高 △834 △834

    当期変動額     

      自己株式の取得 △0 △159

      当期変動額合計 △0 △159

    当期末残高 △834 △994

  株主資本合計     

    前期末残高 25,733 26,404

    当期変動額     

      自己株式の取得 △0 △159

      当期純利益又は当期純損失（△） 670 △448

      当期変動額合計 670 △608

    当期末残高 26,404 25,795

その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 △588 85

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 674 △580

      当期変動額合計 674 △580

    当期末残高 85 △494

  繰延ヘッジ損益     

    前期末残高 － △29

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △29 6

      当期変動額合計 △29 6

    当期末残高 △29 △22
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【訂正後】 

（単位：百万円）

        

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本     

  資本金     

    前期末残高 12,223 12,223

    当期末残高 12,223 12,223

  資本剰余金     

    前期末残高 11,057 11,057

    当期末残高 11,057 11,057

  利益剰余金     

    前期末残高 3,287 3,958

    当期変動額     

      当期純利益又は当期純損失（△） 670 △317

      当期変動額合計 670 △317

    当期末残高 3,958 3,641

  自己株式     

    前期末残高 △834 △834

    当期変動額     

      自己株式の取得 △0 △159

      当期変動額合計 △0 △159

    当期末残高 △834 △994

  株主資本合計     

    前期末残高 25,733 26,404

    当期変動額     

      自己株式の取得 △0 △159

      当期純利益又は当期純損失（△） 670 △317

      当期変動額合計 670 △476

    当期末残高 26,404 25,927

その他の包括利益累計額     

  その他有価証券評価差額金     

    前期末残高 △588 85

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 674 △580

      当期変動額合計 674 △580

    当期末残高 85 △494

  繰延ヘッジ損益     

    前期末残高 － △29

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △29 6

      当期変動額合計 △29 6

    当期末残高 △29 △22
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（20 ページ） 
【訂正前】 

（単位：百万円）

        

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

  為替換算調整勘定     

    前期末残高 △1,090 △1,399

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △308 77

      当期変動額合計 △308 77

    当期末残高 △1,399 △1,321

  その他の包括利益累計額合計     

    前期末残高 △1,679 △1,342

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 336 △496

      当期変動額合計 336 △496

    当期末残高 △1,342 △1,838

新株予約権     

  前期末残高 12 12

  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額(純額) － 0

    当期変動額合計 － 0

  当期末残高 12 13

少数株主持分     

  前期末残高 2,743 2,840

  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 97 1,090

    当期変動額合計 97 1,090

  当期末残高 2,840 3,931

純資産合計     

  前期末残高 26,810 27,915

  当期変動額     

    自己株式の取得 △0 △159

    当期純利益又は当期純損失（△） 670 △448

    株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 434 595

    当期変動額合計 1,104 △12

  当期末残高 27,915 27,902
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【訂正後】 

（単位：百万円）

        

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

  為替換算調整勘定     

    前期末残高 △1,090 △1,399

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △308 77

      当期変動額合計 △308 77

    当期末残高 △1,399 △1,321

  その他の包括利益累計額合計     

    前期末残高 △1,679 △1,342

    当期変動額     

      株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 336 △496

      当期変動額合計 336 △496

    当期末残高 △1,342 △1,838

新株予約権     

  前期末残高 12 12

  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額(純額) － 0

    当期変動額合計 － 0

  当期末残高 12 13

少数株主持分     

  前期末残高 2,743 2,840

  当期変動額     

    株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 97 1,090

    当期変動額合計 97 1,090

  当期末残高 2,840 3,931

純資産合計     

  前期末残高 26,810 27,915

  当期変動額     

    自己株式の取得 △0 △159

    当期純利益又は当期純損失（△） 670 △317

    株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 434 595

    当期変動額合計 1,104 118

  当期末残高 27,915 28,033
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（21 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）

    

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 1,246 780

  減価償却費 563 645

  減損損失 0 350

  のれん償却額 △854 △690

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 775 △36

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 6

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11 －

  受取利息及び受取配当金 △24 △26

  支払利息 1 182

  為替差損益（△は益） 541 △1,000

  持分法による投資損益（△は益） △1,281 191

  投資事業組合運用損益（△は益） △248 △179

  受取和解金 － △730

  投資有価証券売却損益（△は益） △0 163

  投資有価証券評価損益（△は益） 343 560

  有形固定資産売却損益（△は益） △4 －

  固定資産除却損 0 35

  預託金の増減額（△は増加） △235 43

  トレーディング商品の増減額 △958 1,043

  預り金の増減額（△は減少） △1,514 △631

  受入保証金の増減額（△は減少） △891 △433

  信用取引資産の増減額（△は増加） △2,373 2,160

  信用取引負債の増減額（△は減少） 3,881 △634

  短期差入保証金の増減額（△は増加） △221 △115

  顧客分別金信託の増減額（△は増加） 2,767 224

  債券の純増（△）減 △8,637 △10,824

  貸出金の純増（△）減 1,834 △12,578

  預金の純増減（△） 11,070 28,288

  金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 41 42

  商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △29 －

  
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増

加） 
171 △56

  委託者未収金の増減額（△は増加） 5 8

  その他 181 △738

  小計 6,150 6,047

  利息及び配当金の受取額 976 471

  利息の支払額 △1 △183

  和解金の受取額 － 172

  法人税等の支払額 △878 △834

  法人税等の還付額 235 666

  営業活動によるキャッシュ・フロー 6,482 6,339
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【訂正後】 

（単位：百万円）

    

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 1,246 912

  減価償却費 563 645

  減損損失 0 350

  のれん償却額 △854 △690

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 775 △36

  退職給付引当金の増減額（△は減少） 9 6

  役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11 －

  受取利息及び受取配当金 △24 △26

  支払利息 1 182

  為替差損益（△は益） 541 △1,000

  持分法による投資損益（△は益） △1,281 60

  投資事業組合運用損益（△は益） △248 △179

  受取和解金 － △730

  投資有価証券売却損益（△は益） △0 163

  投資有価証券評価損益（△は益） 343 560

  有形固定資産売却損益（△は益） △4 －

  固定資産除却損 0 35

  預託金の増減額（△は増加） △235 43

  トレーディング商品の増減額 △958 1,043

  預り金の増減額（△は減少） △1,514 △631

  受入保証金の増減額（△は減少） △891 △433

  信用取引資産の増減額（△は増加） △2,373 2,160

  信用取引負債の増減額（△は減少） 3,881 △634

  短期差入保証金の増減額（△は増加） △221 △115

  顧客分別金信託の増減額（△は増加） 2,767 224

  債券の純増（△）減 △8,637 △10,824

  貸出金の純増（△）減 1,834 △12,578

  預金の純増減（△） 11,070 28,288

  金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 41 42

  商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △29 －

  
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増

加） 
171 △56

  委託者未収金の増減額（△は増加） 5 8

  その他 181 △738

  小計 6,150 6,047

  利息及び配当金の受取額 976 471

  利息の支払額 △1 △183

  和解金の受取額 － 172

  法人税等の支払額 △878 △834

  法人税等の還付額 235 666

  営業活動によるキャッシュ・フロー 6,482 6,339
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（30 ページ） 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、負債その他の項目の金額に関する情報 

  当連結会計年度（自  平成 22 年４月１日  至  平成 23 年３月 31 日） 

【訂正前】 

 （単位：百万円） 

報告セグメント 

  
証券関連

事業 
銀行関連 
事業 

商品先物

関連事業

債権管理

回収事業

不動産 
関連事業

その他 
事業 

計 

調整額 
（注）１ 

連結損益計

算書計上額

（注）２

営業収益    

 外部顧客に対する 

 営業収益  
3,338 11,666 278 1,577 258 45 17,165 － 17,165

 セグメント間の内部 

 営業収益又は振替高 
0 － － － － 121 121 (121) －

計 3,338 11,666 278 1,577 258 167 17,286 (121) 17,165

セグメント利益又は 

損失（△） 
△241 2,608 △361 26 △540 △30 1,461 21 1,482

セグメント資産 24,711 100,623 5,285 1,060 11,642 26,015 169,339 (14,266) 155,072

その他の項目    

 減価償却費 92 536 8 1 3 2 645 － 645

 減損損失 322 － 27 － － － 350 － 350

 有形固定資産及び無  

 形固定資産の増加額 
301 631 13 5 － 0 952 － 952

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 21百万円は、セグメント間取引消去であります。 

    ２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

    ３．資産のうち、調整額の項目に含めた全社資産（△14,266百万円）の主なものは、のれん及び関係会社株式等

であります。  
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【訂正後】 

 （単位：百万円） 

報告セグメント 

  
証券関連

事業 
銀行関連 
事業 

商品先物

関連事業

債権管理

回収事業

不動産 
関連事業

その他 
事業 

計 

調整額 
（注）１ 

連結損益計

算書計上額

（注）２

営業収益    

 外部顧客に対する 

 営業収益  
3,338 11,666 278 1,577 258 45 17,165 － 17,165

 セグメント間の内部 

 営業収益又は振替高 
0 － － － － 121 121 (121) －

計 3,338 11,666 278 1,577 258 167 17,286 (121) 17,165

セグメント利益又は 

損失（△） 
△241 2,608 △361 26 △540 △30 1,461 21 1,482

セグメント資産 24,711 100,623 5,285 1,060 11,642 26,015 169,339 (14,135) 155,204

その他の項目    

 減価償却費 92 536 8 1 3 2 645 － 645

 減損損失 322 － 27 － － － 350 － 350

 有形固定資産及び無  

 形固定資産の増加額 
301 631 13 5 － 0 952 － 952

 （注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 21百万円は、セグメント間取引消去であります。 

    ２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

    ３．資産のうち、調整額の項目に含めた全社資産（△14,135百万円）の主なものは、のれん及び関係会社株式等

であります。  
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（31 ページ） 

（１株当たり情報） 

【訂正前】 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 624円24銭

１株当たり当期純利益金額 16円71銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

16円56銭

  

１株当たり純資産額 596円73銭

１株当たり当期純損失金額 11円18銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

－円－銭

  

（注） １．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの 

      １株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純資産額 

  
前連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成23年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 27,915 27,902

普通株式に係る純資産額（百万円） 25,062 23,957

差額の主な内訳（百万円）  

新株予約権 12 13

少数株主持分 2,840 3,931

普通株式の発行済株式数（千株） 40,953 40,953

普通株式の自己株式数（千株） 805 805

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（千株） 
40,148 40,147

３．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
670 △448

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 670 △448

普通株式の期中平均株式数（千株） 40,148 40,147

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用

いられた当期純利益調整額の主要な内訳 

（百万円） 

 

連結子会社及び持分法適用関連会社の潜在株式

に係る当期純利益調整額 
△5 －

当期純利益調整額（百万円） △5 －

普通株式増加数（千株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

提出会社 

澤田ホールディングス株

式会社 

（新株予約権 1,110

個） 

持分法適用会社 

エイチ・エス・アシスト

株式会社 

（新株予約権 245個） 

株式会社アスコット 

（新株予約権 260個） 

提出会社 

澤田ホールディングス株

式会社 

（新株予約権 1,000

個） 

連結子会社 

株式会社アスコット 

（新株予約権 1,764

個） 

持分法適用会社 

エイチ・エス・アシスト

株式会社 

（新株予約権 245個）
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【訂正後】 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 624円24銭

１株当たり当期純利益金額 16円71銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

16円56銭

  

１株当たり純資産額 600円 1銭

１株当たり当期純損失金額 7円90銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

－円－銭

  

（注） １．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの 

      １株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純資産額 

  
前連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成23年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 27,915 28,033

普通株式に係る純資産額（百万円） 25,062 24,089

差額の主な内訳（百万円）  

新株予約権 12 13

少数株主持分 2,840 3,931

普通株式の発行済株式数（千株） 40,953 40,953

普通株式の自己株式数（千株） 805 805

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（千株） 
40,148 40,147

３．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失

（△）（百万円） 
670 △317

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 670 △317

普通株式の期中平均株式数（千株） 40,148 40,147

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用

いられた当期純利益調整額の主要な内訳 

（百万円） 

 

連結子会社及び持分法適用関連会社の潜在株式

に係る当期純利益調整額 
△5 －

当期純利益調整額（百万円） △5 －

普通株式増加数（千株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

提出会社 

澤田ホールディングス株

式会社 

（新株予約権 1,110

個） 

持分法適用会社 

エイチ・エス・アシスト

株式会社 

（新株予約権 245個） 

株式会社アスコット 

（新株予約権 260個） 

提出会社 

澤田ホールディングス株

式会社 

（新株予約権 1,000

個） 

連結子会社 

株式会社アスコット 

（新株予約権 1,764

個） 

持分法適用会社 

エイチ・エス・アシスト

株式会社 

（新株予約権 245個）

  

 

以 上 
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