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平成 21 年 11 月 11 日 

各   位 

 大阪市中央区北浜一丁目８番 16 号 

 岩  井  証  券  株  式  会  社 

 代表取締役社長  沖津 嘉昭 

 （ｺｰﾄﾞ番号：8707 東証・大証第一部） 

 責任者：取締役業務本部長 笹川 貴生 

 TEL：06－6229－4600（代表） 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 22 年 3 月期 第 2四半期決算短信（非連結）」の一部訂正について 

 

平成 21 年 10 月 26 日に発表いたしました「平成 22 年 3 月期 第 2 四半期決算短信（非連結）」

の一部に誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所は下線にて表示しております。 

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も提出しております。 
 

記 

 

◆「平成 22 年 3 月期  第 2 四半期決算短信（非連結）」の 4ページ 

 

定性的情報・財務諸表等 

２．財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

（省略） 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、9,935 百万円となり前事

業年度末と比べ 736 百万円の増加（前年同期は 65 百万円の減少）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、信用取引資産の増加などによるキャッシュ・フロ

ーの減少があったものの、信用取引負債及び受入保証金の増加、顧客分別金信託の減少など

によるキャッシュ・フローの増加により、1,438 百万円の増加（前年同期は 1,265 百万円の

増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産や無形固定資産の取得などにより、

164 百万円の減少（前年同期は 60 百万円の減少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより、538 百万円の減少（前

年同期は 1,271 百万円の減少）となりました。 
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（訂正後） 

（省略） 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、9,035 百万円となり前事

業年度末と比べ 163 百万円の減少（前年同期は 65 百万円の減少）となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、信用取引資産の増加などによるキャッシュ・フロ

ーの減少があったものの、信用取引負債及び受入保証金の増加、顧客分別金信託の減少など

によるキャッシュ・フローの増加により、1,438 百万円の増加（前年同期は 1,265 百万円の

増加）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入、有形固定資産や無形固定資産の

取得などにより、1,064 百万円の減少（前年同期は 60 百万円の減少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払などにより、538 百万円の減少（前

年同期は 1,271 百万円の減少）となりました。 

 

◆「平成 22 年 3 月期  第 2 四半期決算短信（非連結）」の 10 ページ 

定性的情報・財務諸表等 

５．四半期財務諸表 

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

（単位：百万円） 

 

前第２四半期累計期間 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年９月 30 日) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 21 年９月 30 日) 

（省略） 

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 △5 △28

    有形固定資産の売却による収入 10 －

    無形固定資産の取得による支出 △47 △132

    長期前払費用の取得による支出 △0 △2

    投資有価証券の取得による支出 △100 △4

    投資有価証券の売却による収入 75 －

    貸付金の回収による収入 8 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △60 △164

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 △50 △50

    自己株式の取得による支出 △479 －

    配当金の支払額 △741 △488

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,271 △538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65 736

現金及び現金同等物の期首残高 2,221 9,199

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,155 9,935
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（訂正後） 

（単位：百万円） 

 

前第２四半期累計期間 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年９月 30 日) 

当第２四半期累計期間 

(自 平成 21 年４月１日 

   至 平成 21 年９月 30 日) 

（省略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

    定期預金の預入による支出 － △900

    有形固定資産の取得による支出 △5 △28

    有形固定資産の売却による収入 10 －

    無形固定資産の取得による支出 △47 △132

    長期前払費用の取得による支出 △0 △2

    投資有価証券の取得による支出 △100 △4

    投資有価証券の売却による収入 75 －

    貸付金の回収による収入 8 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △60 △1,064

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 △50 △50

    自己株式の取得による支出 △479 －

    配当金の支払額 △741 △488

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,271 △538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65 △163

現金及び現金同等物の期首残高 2,221 9,199

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,155 9,035
 

   

 

以  上 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４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   

税引前四半期純利益 807 133

減価償却費 110 114

貸倒引当金の増減額（△は減少） △430 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △110 9

受取利息及び受取配当金 △1,117 △777

支払利息 291 178

有価証券評価減 722 48

証券取引責任準備金の増減額（△は減少） △1,484 －

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 365 △58

顧客分別金信託の増減額（△は増加） △4,482 4,241

トレーディング商品（資産）の増減額（△は増
加）

△27 △4

約定見返勘定の増減額（△は増加） △2 △1

信用取引資産の増減額（△は増加） 9,513 △12,174

有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） 511 △304

立替金の増減額（△は増加） △0 53

差入保証金の増減額（△は増加） △292 51

信用取引負債の増減額（△は減少） △2,810 5,494

有価証券担保借入金の増減額（△は減少） △2,717 1,448

預り金の増減額（△は減少） 1,066 953

受入保証金の増減額（△は減少） 128 958

その他 447 12

小計 489 374

利息及び配当金の受取額 1,174 889

利息の支払額 △294 △190

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △103 365

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,265 1,438

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △900

有形固定資産の取得による支出 △5 △28

有形固定資産の売却による収入 10 －

無形固定資産の取得による支出 △47 △132

長期前払費用の取得による支出 △0 △2

投資有価証券の取得による支出 △100 △4

投資有価証券の売却による収入 75 －

貸付金の回収による収入 8 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △60 △1,064

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 △50 △50

自己株式の取得による支出 △479 －

配当金の支払額 △741 △488

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,271 △538

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65 △163

現金及び現金同等物の期首残高 2,221 9,199

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,155 9,035




