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平成２１年５月１８日 

各    位 

会 社 名  丸 三 証 券 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長  長尾 榮次郎 

（コード番号 ８６１３ 東証、大証一部） 

問合せ先  執行役員財務部長 山崎 昇 

                                                       Ｔ Ｅ Ｌ  ０３－３２７３－４９７６   

                                                                          

 

（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 4 月 28 日に発表いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」の記載内容につきまして、 

一部誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は「平成 21 年３月期 決算短信」の該当ページ数の後、太字にて下線を付して表示 

しております。 

 

 

記 

 

 

１ページ（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 

【訂正前】 

 

 

 

 

【訂正後】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18,692 △ 108 △ 1,755 23,614

20年3月期 4,130 △ 477 △ 5,208 6,976

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 18,587 △ 108 △ 1,755 23,614

20年3月期 4,130 △ 477 △ 5,208 6,976
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４ページ（2）財政状態に関する分析 

  

【訂正前】 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末より

16,638 百万円増加しました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 18,692 百万円となりました。収入の主な内訳は、信用取

引資産の減少等によるものであり、 支出の主な内訳は、コールローンによる貸付金の増加

及び受入保証金の減少等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は△108 百万円となりました。 投資有価証券の売却による

収入がありましたが、有形固定資産等の取得により支出超過となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は△1,755 百万円となりました。 これは主に自己株式の取

得や配当金の支払いによるものです。 

 

【訂正後】 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末より

16,638 百万円増加しました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 18,587 百万円となりました。収入の主な内訳は、信用取

引資産の減少等によるものであり、 支出の主な内訳は、コールローンによる貸付金の増加

及び受入保証金の減少等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は△108 百万円となりました。 投資有価証券の売却による

収入がありましたが、有形固定資産等の取得により支出超過となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は△1,755 百万円となりました。 これは主に自己株式の取

得や配当金の支払いによるものです。 
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12 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）

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

 至　平成20年３月31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

3,348   △1,860

減価償却費 1,117   782     

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66      △37

退職給付引当金の増減額（△は減少） △330 △145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少) △205 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △260

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △20

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 37      △453

受取利息及び受取配当金 △1,790 △1,128

支払利息 334     249     

固定資産売却損益（△は益） 14      18      

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 280     251     

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 8,655   3,227   

貸付金の増減額（△は増加） △4,991 △4,001

立替金及び預り金の増減額 △6,476 △272

トレーディング商品の増減額 899     △636

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 4,406   25,612  

受入保証金の増減額（△は減少） △1,368 △3,842

その他 1,243   815     

小計 5,162   18,299  

利息及び配当金の受取額 1,790   1,240   

利息の支払額 △334 △248

法人税等の支払額 △2,488 △599

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,130   18,692  

投資有価証券の取得による支出 △168 △29

投資有価証券の売却による収入 4      170     

有形固定資産の取得による支出 △315 △250

その他 1      ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △477 △108

短期借入金の純増減額（△は減少） △100 ―

自己株式の取得による支出 △6 △1,024

自己株式の売却による収入 57      2      

配当金の支払額 △5,159 △733

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,208 △1,755

現金及び現金同等物に係る換算差額 △79 △189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,634 16,638  

現金及び現金同等物の期首残高 8,611   6,976   

現金及び現金同等物の期末残高 6,976   23,614  

財務活動によるキャッシュ・フロー

　　前連結会計年度 　　当連結会計年度

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

投資活動によるキャッシュ・フロー
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【訂正後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

（単位：百万円）

(自　平成19年４月１日 (自　平成20年４月１日

 至　平成20年３月31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

3,348   △1,860

減価償却費 1,117   782     

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66      △37

退職給付引当金の増減額（△は減少） △330 △145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少) △205 ―

賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △260

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10 △20

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 37      △453

受取利息及び受取配当金 △1,790 △1,128

支払利息 334     249     

固定資産売却損益（△は益） 14      18      

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 280     251     

顧客分別金信託の増減額（△は増加） 8,655   3,227   

貸付金の増減額（△は増加） △4,991 △4,001

立替金及び預り金の増減額 △6,476 △272

トレーディング商品の増減額 899     △636

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 4,406   25,612  

受入保証金の増減額（△は減少） △1,368 △3,842

その他 1,243   711     

小計 5,162   18,194  

利息及び配当金の受取額 1,790   1,240   

利息の支払額 △334 △248

法人税等の支払額 △2,488 △599

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,130   18,587  

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △168 △29

投資有価証券の売却による収入 4      170     

固定資産の取得による支出 △315 △250

その他 1      ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △477 △108

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） △100 ―

自己株式の取得による支出 △6 △1,024

自己株式の売却による収入 57      2      

配当金の支払額 △5,159 △733

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,208 △1,755

現金及び現金同等物に係る換算差額 △79 △84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,634 16,638  

現金及び現金同等物の期首残高 8,611   6,976   

現金及び現金同等物の期末残高 6,976   23,614  

　　前連結会計年度 　　当連結会計年度

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）


