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(訂正・数値データ訂正あり)平成24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24年5月15日付「平成24年3月期 決算短信[日本基準]（連結）」に一部訂正がありましたので下記のとお

りお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データを送信いたします。 

記 

訂正内容（訂正個所は下線を付して表示しております。） 

サマリー情報「１．平成24年３月期の連結業績(平成23年４月１日～平成24年３月31日) (1)連結経営成績 (2)

連結財政状態 (3)連結キャッシュ・フローの状況 (参考)個別業績の概要 平成24年３月期の個別業績(平成23年

４月１日～平成24年３月31日) (1)個別経営成績 (2)個別財政状態」 

【訂正前】 

   別紙①参照 

【訂正後】 

   別紙②参照 

 

２ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析 （当期の経営成績）」 

【訂正前】 

（省略） 

一方、当連結会計年度の連結営業費用は、ＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸの撤退に伴い、当該

業務に係る支払手数料や従量制のシステム使用料などの変動費が減少いたしました。しかし、立替金等に

対する貸倒引当金の追加計上などにより、当連結会計年度の連結営業費用は 75 億 55 百万円（前年同期

比12.5％増、金融費用を含む）となりました。 

以上の結果、当連結会計年度の連結営業損益は48億60百万円の損失（前年同期は５億61百万円の損

失）、連結経常損益は49億38百万円の損失（前年同期は５億54百万円の損失）となりました。 

また、退職給付制度終了益 56 百万円及び退職給付引当金戻入額 19 百万円等を特別利益に計上する一

方、特別損失としてＦＸ取引システム変更に伴う固定資産減損損失５億６百万円、システム契約解約損５

億 48 百万円、希望退職者の募集等の人員削減策の実施に伴う退職特別加算金１億 90 百万円を計上した

ため、当連結会計年度の連結当期純損益は61億84百万円の損失（前年同期は40億69百万円の損失）

となりました。 

これにより、当連結会計年度末の連結純資産はマイナス42億３百万円となり、連結貸借対照表上、債

務超過の状態となりました。 

 

【訂正後】 

（省略） 

一方、当連結会計年度の連結営業費用は、ＣＦＤ取引を除く証券業務及び大証ＦＸの撤退に伴い、当該
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業務に係る支払手数料や従量制のシステム使用料などの変動費が減少いたしました。しかし、立替金等に

対する貸倒引当金の追加計上などにより、当連結会計年度の連結営業費用は 75 億 52 百万円（前年同期

比12.5％増、金融費用を含む）となりました。 

以上の結果、当連結会計年度の連結営業損益は48億62百万円の損失（前年同期は５億61百万円の損

失）、連結経常損益は49億40百万円の損失（前年同期は５億54百万円の損失）となりました。 

また、退職給付制度終了益 56 百万円及び退職給付引当金戻入額 19 百万円等を特別利益に計上する一

方、特別損失としてＦＸ取引システム変更に伴う固定資産減損損失５億６百万円、システム契約解約損５

億 48 百万円、希望退職者の募集等の人員削減策の実施に伴う退職特別加算金１億 90 百万円を計上した

ため、当連結会計年度の連結当期純損益は61億86百万円の損失（前年同期は40億69百万円の損失）

となりました。 

これにより、当連結会計年度末の連結純資産はマイナス42億５百万円となり、連結貸借対照表上、債

務超過の状態となりました。 

 

３ページ「１．経営成績 (2)財政状態に関する分析 （資産、負債、純資産の状況）」 

【訂正前】 

当連結会計年度末の資産総額は、前期末と比べ114億３百万円減少し234億53百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が３億24百万円、預託金が43億89百万円、短期差入保証金が４億34百万

円、立替金が 24 億 46 百万円それぞれ減少し、長期未収債権が５億 56 百万円、貸倒引当金が 31 億 32
百万円増加したためであります。 
負債総額は、前期末と比べ 64 億 28 百万円減少し 276 億 56 百万円となりました。これは主に、短期

借入金が 21 億 61 百万円、外国為替取引受入証拠金が 22 億５百万円、受入保証金が 13 億 78 百万円、

預り金が６億７百万円、退職給付引当金が４億 61 百万円それぞれ減少し、長期未払金が２億 12 百万円

増加したことによるものであります。 
純資産は、前期末と比べ 49 億 74 百万円減少し 42 億３百万円となりました。これは主に、資本金が

６億円、資本剰余金が６億円増加し、当期純損失61億84百万円を計上したことにより利益剰余金が61
億 84 百万円減少したためであります。なお、当連結会計年度末の自己資本比率は 17.9％となっており

ます。 
 

【訂正後】 

当連結会計年度末の資産総額は、前期末と比べ114億３百万円減少し234億53百万円となりました。

これは主に、現金及び預金が３億24百万円、預託金が43億89百万円、短期差入保証金が４億34百万

円、立替金が 24 億 46 百万円それぞれ減少し、長期未収債権が１億 61 百万円、貸倒引当金が 27 億 37
百万円増加したためであります。 
負債総額は、前期末と比べ 64 億 26 百万円減少し 276 億 58 百万円となりました。これは主に、短期

借入金が 21 億 45 百万円、外国為替取引受入証拠金が 22 億５百万円、受入保証金が 13 億 78 百万円、

預り金が６億７百万円、退職給付引当金が４億 61 百万円それぞれ減少し、長期未払金が２億 12 百万円

増加したことによるものであります。 
純資産は、前期末と比べ 49 億 76 百万円減少し 42 億５百万円となりました。これは主に、資本金が

６億円、資本剰余金が６億円増加し、当期純損失61億86百万円を計上したことにより利益剰余金が61
億 86 百万円減少したためであります。なお、当連結会計年度末の自己資本比率は 17.9％となっており

ます。 

 

３ページ「１．経営成績 (2)財政状態に関する分析 （キャッシュ・フローの状況）」 

【訂正前】 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは８億54百万円（前年同期は 73億33百万円）、

投資活動によるキャッシュ・フローは ６億 45 百万円（前年同期は ７億 62 百万円）、財務活動による

キャッシュ・フローは 11億91百万円（前年同期は77億79百万円）となりました。その結果、当連結

会計年度における現金及び現金同等物は、期首より９億78百万円減少し、９億43百万円となりました。 
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの詳細は以下のとおりであります。 
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① 営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動によるキャッシュ・フローは、８億54百万円となりました。主な増加項目は、短期差入保証

金の減少４億34百万円、貸倒引当金の増加31億31百万円、顧客分別金信託の減少44億円、立替金の

減少24億46百万円などであります。一方、主な減少項目は税金等調整前当期純損失61億89百万円の

計上、長期未収債権の増加 ５億 56 百万円、外国為替取引勘定の増加 １億７百万円、外国為替受入証

拠金の減少 22億５百万円、受入保証金の減少 13億78百万円及び預り金の減少 ６億７百万円などで

あります。 
 
② 投資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・フローは、投資有価証券の売却による収入40百万円、担保提供預金の増

加 ６億53百万円などにより ６億45百万円となりました。 
 

【訂正後】 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは８億10百万円（前年同期は 73億33百万円）、

投資活動によるキャッシュ・フローは ５億 92 百万円（前年同期は ７億 62 百万円）、財務活動による

キャッシュ・フローは 11億91百万円（前年同期は77億79百万円）となりました。その結果、当連結

会計年度における現金及び現金同等物は、期首より９億78百万円減少し、９億42百万円となりました。 
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの詳細は以下のとおりであります。 
 
① 営業活動によるキャッシュ・フロー 
営業活動によるキャッシュ・フローは、８億10百万円となりました。主な増加項目は、短期差入保証

金の減少４億 34 百万円、貸倒引当金の増加 31 億 31 百万円、顧客分別金信託の減少 25 億 48 百万円、

外国為替取引顧客区分管理信託の減少18億51百万円、立替金の減少24億46百万円などであります。

一方、主な減少項目は税金等調整前当期純損失61億91百万円の計上、長期未収債権の増加 ５億56百

万円、外国為替勘定の増加 １億７百万円、外国為替受入証拠金の減少 22億５百万円、受入保証金の減

少 13億78百万円及び預り金の減少 ６億７百万円などであります。 
 
② 投資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・フローは、投資有価証券の売却による収入41百万円、担保提供預金の増

加 ６億53百万円などにより ５億92百万円となりました。 

 

３ページ「１．経営成績 (3)継続企業の前提に関する重要事象等」 

【訂正前】 

当社グループは、平成23年3月期において、東日本大震災後の日経平均株価の急落により発生した株

価指数先物・オプション取引顧客の決済損に対する不足金（立替金）に対する貸倒引当金繰入額27億90
百万円を特別損失に計上したことなどから 40 億 69 百万円の連結当期純損失を計上しました。また、当

連結会計年度においては、立替金等に対する貸倒引当金の追加計上、さらにはＦＸ取引システム変更に伴

う固定資産減損損失やシステム契約解約損などを特別損失に計上したことから 61 億 84 百万円の連結当

期純損失を計上しております。当社では平成 23 年 12 月に株式会社ＩＳホールディングスを割当先とす

る 12 億円の第三者割当増資を実施したものの、当連結会計年度末において 42 億３百万円の債務超過の

状態となっております。これに伴い当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重

要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 
(省略) 
 
② ひまわり証券株式会社の財務の健全性 
連結財務諸表上は債務超過となっているものの、連結子会社であるひまわり証券株式会社の平成24年

3 月末現在の純資産額は 25 億 24 百万円であり、資産超過の状態にあります。また、ひまわり証券株式

会社の平成24年3月末現在の自己資本規制比率は約180％となっており、金融商品取引法により第１種

金融商品取引業者が維持することを義務付けられている120％を上回っております。業績の改善に加えて、

営業費用の減少に伴って自己資本規制比率の算定の際の分母にあたるリスク相当額の大部分を占める基
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礎的リスク相当額が逓減していくため、今後、自己資本規制比率は継続的に向上していくものと見込んで

おります。 
 

【訂正後】 

当社グループは、平成23年3月期において、東日本大震災後の日経平均株価の急落により発生した株

価指数先物・オプション取引顧客の決済損に対する不足金（立替金）に対する貸倒引当金繰入額27億90
百万円を特別損失に計上したことなどから 40 億 69 百万円の連結当期純損失を計上しました。また、当

連結会計年度においては、立替金等に対する貸倒引当金の追加計上、さらにはＦＸ取引システム変更に伴

う固定資産減損損失やシステム契約解約損などを特別損失に計上したことから 61 億 86 百万円の連結当

期純損失を計上しております。当社では平成 23 年 12 月に株式会社ＩＳホールディングスを割当先とす

る 12 億円の第三者割当増資を実施したものの、当連結会計年度末において 42 億５百万円の債務超過の

状態となっております。これに伴い当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重

要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 
(省略) 
 
② ひまわり証券株式会社の財務の健全性 
連結財務諸表上は債務超過となっているものの、連結子会社であるひまわり証券株式会社の平成24年

3 月末現在の純資産額は 25 億 24 百万円であり、資産超過の状態にあります。また、ひまわり証券株式

会社の平成24年3月末現在の自己資本規制比率は金融商品取引法により第１種金融商品取引業者が維持

することを義務付けられている120％を上回っております。業績の改善に加えて、営業費用の減少に伴っ

て自己資本規制比率の算定の際の分母にあたるリスク相当額の大部分を占める基礎的リスク相当額が逓

減していくため、今後、自己資本規制比率は継続的に向上していくものと見込んでおります。 

 

５ページ「２．経営方針 (4)会社の対処すべき課題」 

【訂正前】 

① 財務基盤の強化（債務超過の解消） 
当社グループは、当連結会計年度において61億84百万円の当期純損失を計上した結果、42億３百万

円の債務超過になっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 
 

【訂正後】 

① 財務基盤の強化（債務超過の解消） 
当社グループは、当連結会計年度において61億86百万円の当期純損失を計上した結果、42億５百万

円の債務超過になっており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 

７ページ～15ページ「３．連結財務諸表 (1)連結貸借対照表 (2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 (3)

連結株主資本等変動計算書 (4)連結キャッシュ・フロー計算書」 

【訂正前】 

別紙③参照 
 

【訂正後】 

別紙④参照 

 

16ページ「３．連結財務諸表 (5)継続企業の前提に関する注記」 

【訂正前】 

当社グループは、平成23年3月期において、東日本大震災後の日経平均株価の急落により発生した株

価指数先物・オプション取引顧客の決済損に対する不足金（立替金）に対する貸倒引当金繰入額27億90
百万円を特別損失に計上したことなどから 40 億 69 百万円の連結当期純損失を計上しました。また、当

連結会計年度においては、立替金等に対する貸倒引当金の追加計上、さらにはＦＸ取引システム変更に伴
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う固定資産減損損失やシステム契約解約損などを特別損失に計上したことから 61 億 84 百万円の連結当

期純損失を計上しております。当社では平成 23 年 12 月に株式会社ＩＳホールディングスを割当先とす

る 12 億円の第三者割当増資を実施したものの、当連結会計年度末において 42 億３百万円の債務超過の

状態となっております。これに伴い当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重

要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 
(省略) 
 
② ひまわり証券株式会社の財務の健全性 
連結財務諸表上は債務超過となっているものの、連結子会社であるひまわり証券株式会社の平成24年

3 月末現在の純資産額は 25 億 24 百万円であり、資産超過の状態にあります。また、ひまわり証券株式

会社の平成24年3月末現在の自己資本規制比率は約180％となっており、金融商品取引法により第１種

金融商品取引業者が維持することを義務付けられている120％を上回っております。業績の改善に加えて、

営業費用の減少に伴って自己資本規制比率の算定の際の分母にあたるリスク相当額の大部分を占める基

礎的リスク相当額が逓減していくため、今後、自己資本規制比率は継続的に向上していくものと見込んで

おります。 

【訂正後】 

当社グループは、平成23年3月期において、東日本大震災後の日経平均株価の急落により発生した株

価指数先物・オプション取引顧客の決済損に対する不足金（立替金）に対する貸倒引当金繰入額27億90
百万円を特別損失に計上したことなどから 40 億 69 百万円の連結当期純損失を計上しました。また、当

連結会計年度においては、立替金等に対する貸倒引当金の追加計上、さらにはＦＸ取引システム変更に伴

う固定資産減損損失やシステム契約解約損などを特別損失に計上したことから 61 億 86 百万円の連結当

期純損失を計上しております。当社では平成 23 年 12 月に株式会社ＩＳホールディングスを割当先とす

る 12 億円の第三者割当増資を実施したものの、当連結会計年度末において 42 億３百万円の債務超過の

状態となっております。これに伴い当社グループには、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重

要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 
(省略) 
 
② ひまわり証券株式会社の財務の健全性 
連結財務諸表上は債務超過となっているものの、連結子会社であるひまわり証券株式会社の平成24年

3 月末現在の純資産額は 25 億 24 百万円であり、資産超過の状態にあります。また、ひまわり証券株式

会社の平成24年3月末現在の自己資本規制比率は金融商品取引法により第１種金融商品取引業者が維持

することを義務付けられている120％を上回っております。業績の改善に加えて、営業費用の減少に伴っ

て自己資本規制比率の算定の際の分母にあたるリスク相当額の大部分を占める基礎的リスク相当額が逓

減していくため、今後、自己資本規制比率は継続的に向上していくものと見込んでおります。 

 

17ページ「３．連結財務諸表 (6)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 追加情報」 

【訂正前】 

(2)当連結会計年度より当社及び連結子会社１社は、退職給付債務の計算方法を原則法から簡便法に変

更しております。これは希望退職者募集等の人員削減策の実施に伴い大量の退職者が発生し原則法では合

理的に数理計算上の見積りを行うことが困難になったためであります。なお、未認識数理計算上の差異及

び会計基準変更時差異について一括処理を行い、退職給付引当金戻入額19百万円、大量退職に伴う退職

給付制度終了益56百万円を計上しております。 
 
【訂正後】 

(2)当連結会計年度より当社及び連結子会社２社は、退職給付債務の計算方法を原則法から簡便法に変

更しております。これは希望退職者募集等の人員削減策の実施に伴い大量の退職者が発生し原則法では合

理的に数理計算上の見積りを行うことが困難になったためであります。なお、未認識数理計算上の差異及

び未認識過去勤務債務について一括処理を行い、退職給付引当金戻入額19百万円、大量退職に伴う退職

給付制度終了益56百万円を計上しております。 
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21ページ「３．連結財務諸表 (7)連結財務諸表に関する注記事項 （１株当たり情報）」 

【訂正前】 

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

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日） 
１株当たり純資産額 110円69銭 
１株当たり当期純損失 583円89銭 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 215円88銭 
１株当たり当期純損失 567円54銭 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 
（注）算定上の基礎 
  １ １株当たり純資産額 

項目 前連結会計年度末 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成24年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 771,449 4,203,203

普通株式に係る純資産額（千円） 771,449 4,203,203

普通株式の発行済株式数（株） 7,350,000 19,850,000

普通株式の自己株式数（株） 380,301 380,301

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株） 6,969,699 19,469,699

 ２ １株当たり当期純損失 
項目 前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）

連結損益計算書上の当期純損失（千円） 4,069,507 6,184,650

普通株式に係る当期純損失（千円） 4,069,507 6,184,650

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 6,969,704 10,897,294

【訂正後】 

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

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

  至 平成24年３月31日） 
１株当たり純資産額 110円69銭 
１株当たり当期純損失 583円89銭 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 215円99銭 
１株当たり当期純損失 567円72銭 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 
（注）算定上の基礎 
  １ １株当たり純資産額 

項目 前連結会計年度末 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成24年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 771,449 4,205,191

普通株式に係る純資産額（千円） 771,449 4,205,191

普通株式の発行済株式数（株） 7,350,000 19,850,000

普通株式の自己株式数（株） 380,301 380,301

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株） 6,969,699 19,469,699

 ２ １株当たり当期純損失 
項目 前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）

連結損益計算書上の当期純損失（千円） 4,069,507 6,186,638

普通株式に係る当期純損失（千円） 4,069,507 6,186,638

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式の期中平均株式数（株） 6,969,704 10,897,294

以 上 














































