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（訂正）「2014年12月期 第2四半期決算短信〔個人基準〕（非連結）」の一部訂正について 

「2014年 12月期 第 2四半期決算短信〔個人基準〕（非連結）」の内容の一部につきまして、以下の通

り、訂正すべき個所がございましたので、お知らせいたします。 

１．主な訂正箇所（下線部） 

（１）経営成績（表紙サマリー） 

【訂正前】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

当第２四半期 277,020 19.9 △1,286,936 ― 289,014 ― 187,956 ― 

前第２四半期 230,948 △89.7 △1,311,436 ― △85,352 ― △235,901 ― 

 

【訂正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 円 ％ 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

当第２四半期 277,020 19.9 △1,286,936 ― 10,924 ― △90,134 ― 

前第２四半期 230,948 △89.7 △1,311,436 ― △85,352 ― △235,901 ― 

 

（２）キャッシュ・フローの状況（表紙サマリー） 

【訂正前】 

 
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 
 円 円 円 円 

当第２四半期 △806,258 431,008 △179,650 411,726 

前第２四半期 △549,842 △517,301 901,475 406,680 

 

【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 
 円 円 円 円 

当第２四半期 △778,458 403,208 △179,650 411,726 

前第２四半期 △549,842 △517,301 901,475 406,680 
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（３）当第２四半期の概況（２ページ） 

【訂正前】 

「当期純利益は１８８千円」 

 

【訂正後】 

「当期純利益は△９０千円」 

 

（４）セグメント別業績：管財事業（３ページ） 

【訂正前】 

「ディーツ簡便法による時間加重収益率は△５．９％」 

 

【訂正後】 

「ディーツ簡便法による時間加重収益率は△１０．３％」 

 

（５）キャッシュ・フローの状況（３ページ） 

【訂正前】 

「営業活動によるキャッシュ・フローは△８０６千円」 

「有価証券評価益の増加に伴う非資金取引の計上」 

「投資活動によるキャッシュ・フローは４３１千円」 

 

【訂正後】 

「営業活動によるキャッシュ・フローは△７７８千円」 

「有価証券評価益の計上による非資金取引の増加」 

「投資活動によるキャッシュ・フローは４０３千円」 

 

  



（６）損益計算書（５ページ） 

【訂正前】 

 
前第２四半期 

自 2013年 1月 1日 
至 2013年 6月30日 

当第２四半期 
自 2014年 1月 1日 
至 2014年 6月30日 

（中略） 

営業外収益   

（中略） 

有価証券評価益 471,177 1,136,643 

有価証券売却益 743,446 411,837 

（中略） 

営業外収益合計 1,246,115 1,590,522 

（中略） 

経常利益 △85,352 289,014 

（中略） 

税引前当期純利益 △85,352 289,013 

（中略） 

負債・純資産合計 △235,901 187,956 

 

【訂正後】 

 
前第２四半期 

自 2013年 1月 1日 
至 2013年 6月30日 

当第２四半期 
自 2014年 1月 1日 
至 2014年 6月30日 

（中略） 

営業外収益   

（中略） 

有価証券評価益 471,177 830,753 

有価証券売却益 743,446 439,637 

（中略） 

営業外収益合計 1,246,115 1,312,432 

（中略） 

経常利益 △85,352 10,924 

（中略） 

税引前当期純利益 △85,352 10,923 

（中略） 

負債・純資産合計 △235,901 △90,134 

 

  



（７）キャッシュ・フロー計算書（６ページ） 

【訂正前】 

 
前第２四半期 

自 2013年 1月 1日 
至 2013年 6月30日 

当第２四半期 
自 2014年 1月 1日 
至 2014年 6月30日 

（中略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は純損失（△） △85,352 289,013 

（中略） 

有価証券評価益（△）又は評価損 △471,177 △1,136,643 

小計 1,246,115 △721,548 

（中略） 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △549,842 △806,258 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得（△）又は売却 △517,301 731,008 

（中略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー △517,301 431,008 

 

【訂正後】 

 
前第２四半期 

自 2013年 1月 1日 
至 2013年 6月30日 

当第２四半期 
自 2014年 1月 1日 
至 2014年 6月30日 

（中略） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は純損失（△） △85,352 10,923 

（中略） 

有価証券評価益（△）又は評価損 △471,177 △830,753 

小計 1,246,115 △693,748 

（中略） 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △549,842 △778,458 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得（△）又は売却 △517,301 703,208 

（中略） 

投資活動によるキャッシュ・フロー △517,301 403,208 

 

  



２．訂正の理由 

（１）有価証券評価益の洗替処理漏れ 

前期末に計上した有価証券評価益の１，１３７千円と、当第２四半期末の有価証券評価益の１，９６

７千円を洗替処理し、当第２四半期末の有価証券評価益を８３１千円すべきところ、洗替処理を漏らし、

当第２四半期末の有価証券評価益を１，１３７千円としていたためであります。 

（２）有価証券の取得・売却価額に関する処理誤り 

裁定取引の実現に際して、特定口座とＮＩＳＡ口座の両者を用いており、有価証券の取得・売却価額

を個別に処理すべきところ、誤って移動平均法により処理したためであります。 

（３）ディーツ簡便法による時間加重収益率の算出に係る期中キャッシュ・フロー総額の計算式誤り 

期中キャッシュ・フロー総額の算出に際して、その計算式に以下の符号誤りがあったためであります。 

 

【誤】 

「期中キャッシュ・フロー総額：管財事業の営業活動によるキャッシュ・フロー－管財事業の投資活

動によるキャッシュ・フロー＋管財事業の財務活動によるキャッシュ・フロー」 

 

【正】 

「期中キャッシュ・フロー総額：管財事業の営業活動によるキャッシュ・フロー＋管財事業の投資活

動によるキャッシュ・フロー＋管財事業の財務活動によるキャッシュ・フロー」 

３．その他 

「2013年 12月期 決算短信〔個人基準〕（非連結）」の内容の一部につきましても、２．（３）に係る

訂正を行いましたが、財務諸表には影響ございません。 

４．今後の見通し 

本件による当期の業績への影響はありません。 

以 上  


