
 
平成22年11月10日

各 位 

 
  

(訂正・数値データ訂正)  

平成23年3月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)の一部訂正について 

  

平成22年10月28日に発表いたしました「平成23年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」

に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

  

記 

  

 
  

サマリー情報１枚目 

(正) 

 

   

 
  

 

 

 
  

 

会 社 名 水 戸 証 券 株 式 会 社

代 表 者 名 取締役社長 小 林 一 彦

(コード番号 ８６２２ 東証第１部)

問合せ先 財務部長 大 槻  剛

(Tel ０３－６７３９－５４０１)

※訂正箇所には下線 を付しております。

1. 平成23年３月期第２四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (1) 経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

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２四半期 4,775 △17.6 4,722 △17.3 △969 ─ △790 ─ △966 ─

22年３月期第２四半期 5,793 2.5 5,706 3.2 △286 ─ △156 ─ △139 ─

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２四半期 △13 03 ─

22年３月期第２四半期 △1 88 ─

 (2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 自己資本規制比率

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

23年３月期第２四半期 45,781 27,577 60.2 371 88 609.2

22年３月期 54,584 29,154 53.4 393 10 623.4

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 27,577百万円 22年３月期 29,154百万円
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(誤) 

 

   

 
  

   

 

 (1) 経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

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２四半期 4,775 △17.6 4,722 △17.3 △969 ─ △788 ─ △963 ─

22年３月期第２四半期 5,793 2.5 5,706 3.2 △286 ─ △156 ─ △139 ─

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２四半期 △13 00 ─

22年３月期第２四半期 △1 88 ─

 (2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 自己資本規制比率

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

23年３月期第２四半期 45,784 27,580 60.2 371 91 609.2

22年３月期 54,584 29,154 53.4 393 10 623.4

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 27,580百万円 22年３月期 29,154百万円

―　2　―



２ページ 

(正) 

－省略－ 

このような環境下、当第２四半期累計期間の業績は、営業収益が47億75百万円(前第２四半期
比 82.4％)と減少し、営業収益より金融費用53百万円(同 61.6％)を控除した純営業収益は、47
億22百万円(同 82.7％)となりました。また、販売費・一般管理費は56億92百万円(同 95.0％)と
なり、その結果、営業損失は９億69百万円(前第２四半期実績 営業損失２億86百万円)、経常損
失は７億90百万円(同 経常損失１億56百万円)、四半期純損失は９億66百万円(同 四半期純損失
１億39百万円)となりました。 

－省略－ 

  

(誤) 

－省略－ 
このような環境下、当第２四半期累計期間の業績は、営業収益が47億75百万円(前第２四半期

比 82.4％)と減少し、営業収益より金融費用53百万円(同 61.6％)を控除した純営業収益は、47
億22百万円(同 82.7％)となりました。また、販売費・一般管理費は56億92百万円(同 95.0％)と
なり、その結果、営業損失は９億69百万円(前第２四半期実績 営業損失２億86百万円)、経常損
失は７億88百万円(同 経常損失１億56百万円)、四半期純損失は９億63百万円(同 四半期純損失
１億39百万円)となりました。 

－省略－ 

  

３ページ 

(正) 

－省略－ 
固定資産については、前事業年度末に比べ６億５百万円減少し、96億94百万円となりまし

た。これは、投資有価証券が時価の下落等により５億56百万円減少したことなどによるもので
す。 

－中略－ 
純資産については、前事業年度末に比べ15億76百万円減少し、275億77百万円となりまし

た。これは、四半期純損失で９億66百万円、その他有価証券評価差額金で４億23百万円、剰余
金の配当で１億85百万円減少したことなどによるものです。 

  

(誤) 

－省略－ 
固定資産については、前事業年度末に比べ６億３百万円減少し、96億96百万円となりまし

た。これは、投資有価証券が時価の下落等により５億54百万円減少したことなどによるもので
す。 

－中略－ 
純資産については、前事業年度末に比べ15億73百万円減少し、275億80百万円となりまし

た。これは、四半期純損失で９億63百万円、その他有価証券評価差額金で４億23百万円、剰余
金の配当で１億85百万円減少したことなどによるものです。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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(正) 

 
  

(誤) 

 
  

４ページ

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部
－中略－

固定資産
－中略－

投資その他の資産 4,896 5,461

投資有価証券 3,619 4,176

長期差入保証金 870 872

その他 424 430

貸倒引当金 △18 △18

固定資産計 9,694 10,300

資産合計 45,781 54,584

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部
－中略－

固定資産
－中略－

投資その他の資産 4,899 5,461

投資有価証券 3,622 4,176

長期差入保証金 870 872

その他 424 430

貸倒引当金 △18 △18

固定資産計 9,696 10,300

資産合計 45,784 54,584
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５ページ 

(正) 

 
  

(誤) 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)
－省略－

純資産の部

株主資本

資本金 12,272 12,272

資本剰余金

資本準備金 4,294 4,294

その他資本剰余金 4,342 4,342

資本剰余金合計 8,637 8,637

利益剰余金

その他利益剰余金 7,664 8,815

別途積立金 8,247 11,247

繰越利益剰余金 △583 △2,431

利益剰余金合計 7,664 8,815

自己株式 △1,009 △1,008

株主資本合計 27,564 28,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13 436

評価・換算差額等合計 13 436

純資産合計 27,577 29,154

負債・純資産合計 45,781 54,584

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)
－省略－

純資産の部

株主資本

資本金 12,272 12,272

資本剰余金

資本準備金 4,294 4,294

その他資本剰余金 4,342 4,342

資本剰余金合計 8,637 8,637

利益剰余金

その他利益剰余金 7,666 8,815

別途積立金 8,247 11,247

繰越利益剰余金 △581 △2,431

利益剰余金合計 7,666 8,815

自己株式 △1,009 △1,008

株主資本合計 27,567 28,717

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13 436

評価・換算差額等合計 13 436

純資産合計 27,580 29,154

負債・純資産合計 45,784 54,584
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(正) 

 
  

(誤) 

６ページ

(2) 四半期損益計算書

【第２四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

－省略－

営業外収益

受取配当金 47 56

雑収入 119 152

営業外収益計 167 208

営業外費用

雑損失 36 29

営業外費用計 36 29

経常損失（△） △156 △790

特別利益
－中略－

特別損失
－中略－

税引前四半期純損失（△） △152 △892

法人税、住民税及び事業税 11 11

法人税等調整額 △24 61

法人税等合計 △12 73

四半期純損失（△） △139 △966

（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

－省略－

営業外収益

受取配当金 47 56

雑収入 119 152

営業外収益計 167 208

営業外費用

雑損失 36 26

営業外費用計 36 26

経常損失（△） △156 △788

特別利益
－中略－

特別損失
－中略－

税引前四半期純損失（△） △152 △889

法人税、住民税及び事業税 11 11

法人税等調整額 △24 61

法人税等合計 △12 73

四半期純損失（△） △139 △963
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(正) 

 
  

(誤) 

【第２四半期会計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

－省略－

営業外収益

受取配当金 0 0

雑収入 47 115

営業外収益計 47 115

営業外費用

雑損失 36 28

営業外費用計 36 28

経常損失（△） △240 △541

特別利益
－中略－

特別損失
－中略－

税引前四半期純損失（△） △270 △668

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等調整額 － △0

法人税等合計 5 5

四半期純損失（△） △276 △673

（単位：百万円）

前第２四半期会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

－省略－

営業外収益

受取配当金 0 0

雑収入 47 115

営業外収益計 47 115

営業外費用

雑損失 36 26

営業外費用計 36 26

経常損失（△） △240 △539

特別利益
－中略－

特別損失
－中略－

税引前四半期純損失（△） △270 △665

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等調整額 － △0

法人税等合計 5 5

四半期純損失（△） △276 △671
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(正) 

 
  

(誤) 

 
  

11ページ 

(正) 

 
  

(誤) 

(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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △152 △892
－中略－

その他の資産・負債の増減額 593 227

小計 △7,802 △5,772
－省略－

（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △152 △889
－中略－

その他の資産・負債の増減額 593 224

小計 △7,802 △5,772
－省略－

(5) 自己資本規制比率

区分
前事業年度末

(平成22年３月31日)
当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

基本的項目(百万円) (A) 28,531 27,564

補完的項目 
(百万円)

その他有価証券 
評価差額金(評価益)等

436 13

金融商品取引責任準備金等 124 74

一般貸倒引当金 ─ ─

計 (B) 561 87

控除資産(百万円) (C) 6,154 6,036

固定化されていない自己資本の額(百万円)
(A)＋(B)－(C)

(D) 22,938 21,616

－省略－

区分
前事業年度末

(平成22年３月31日)
当第２四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

基本的項目(百万円) (A) 28,531 27,567

補完的項目 
(百万円)

その他有価証券 
評価差額金(評価益)等

436 13

金融商品取引責任準備金等 124 74

一般貸倒引当金 ─ ─

計 (B) 561 87

控除資産(百万円) (C) 6,154 6,038

固定化されていない自己資本の額(百万円)
(A)＋(B)－(C)

(D) 22,938 21,616

－省略－
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12ページ 

(正) 

(単位：百万円) 

 
  

(誤) 

(単位：百万円) 

(7) 損益計算書の四半期推移

前第１

四半期

前第２ 

四半期

前第３ 

四半期

前第４ 

四半期

前期 

累計

当第１ 

四半期

当第２ 

四半期

当期 

累計

－省略－ －省略－

営業外収益 119 47 54 51 272 92 115 208

営業外費用 0 36 0 37 74 0 28 29

経常利益又は経常損失(△) 84 △240 △ 166 △ 111 △ 433 △ 249 △ 541 △ 790

特別利益

－中略－ －中略－

特別損失

－中略－ －中略－

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失(△)

118 △270 △ 94 △ 658 △ 904 △ 224 △ 668 △ 892

法人税、住民税及び事業税 5 5 5 5 23 5 5 11

法人税等調整額 △ 24 ─ ─ ─ △ 24 62 0 61

法人税等合計 △ 18 5 5 5 0 68 5 73

四半期純利益又は 
四半期純損失(△)

137 △276 △ 100 △ 664 △ 904 △ 292 △ 673 △ 966

前第１

四半期

前第２ 

四半期

前第３ 

四半期

前第４ 

四半期

前期 

累計

当第１ 

四半期

当第２ 

四半期

当期 

累計

－省略－ －省略－

営業外収益 119 47 54 51 272 92 115 208

営業外費用 0 36 0 37 74 0 26 26

経常利益又は経常損失(△) 84 △240 △ 166 △ 111 △ 433 △ 249 △ 539 △ 788

特別利益

－中略－ －中略－

特別損失

－中略－ －中略－

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失(△)

118 △270 △ 94 △ 658 △ 904 △ 224 △ 665 △ 889

法人税、住民税及び事業税 5 5 5 5 23 5 5 11

法人税等調整額 △ 24 ─ ─ ─ △ 24 62 0 61

法人税等合計 △ 18 5 5 5 0 68 5 73

四半期純利益又は 
四半期純損失(△)

137 △276 △ 100 △ 664 △ 904 △ 292 △ 671 △ 963
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