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平成17年7月14日 

各位 

 

 

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社 

代表取締役社長CEO 松本 大 

(コード番号8698 東証マザーズ) 

 

 

 

（訂正）平成１７年３月期 決算短信の一部訂正について 

 

 

有価証券報告書提出後に、社内にて再度点検を行なっておりましたところ、記載の誤りが判明したため、有価証券

報告書の訂正報告書を提出いたしました。 

これにともない、「平成１７年３月期 決算短信（連結）」などの一部を訂正いたします。 

今後このようなことがないよう、情報開示の正確性と適時性を担保すべく、本日付で体制を強化致しました。 

 

訂正内容 

平成17年３月期 決算短信（連結） 

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社 

「連結財務諸表」の「注記事項」 

 

平成１７年３月期 決算短信（非連結） 

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（マネックス証券株式会社分） 

「財務諸表」の「注記」 

 

訂正内容は別紙のとおりであります、なお、訂正箇所は  を付して表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

マネックス･ビーンズ･ホールディングス株式会社 

ＣＥＯ室 広報・ＩＲ担当（金井） 電話03-6212-3750 
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平成17年３月期 決算短信（連結） 

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社 

 

（訂正前） 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１． 有形固定資産の減価償却累計額 272百万円 

※２． 信用取引の自己融資見返り株券1,667百万円および顧客より委託

保証金の代用として受け入れた有価証券24,850百万円を証券金融

会社との貸借取引の担保に供しております。 

投資有価証券313百万円を証券金融会社からの借入取引に対し

て担保に供しております。ただし、期末現在の債務残高はありま

せん。 

 ３． 差し入れた有価証券（※２に属するものを除く）の時価額は次

のとおりであります。 

信用取引貸証券 19,330百万円 

信用取引借入金の本担保証券 66,989百万円 

消費貸借契約により貸し付けた有価証券 7,024百万円 

  

 ４. 差し入れを受けた有価証券の時価額は次のとおりであります。 

信用取引貸付金の本担保証券 120,554百万円 

信用取引借証券 5,301百万円 

消費貸借契約により借り入れた有価証券 31,627百万円 

受入保証金代用有価証券 110,590百万円 

  

※５． 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 10百万円 

※６． 当社の発行済株式総数は、普通株式2,344,687株であります。 

※７． 当社が保有する自己株式の数は、普通株式0.28株であります。

※８． 証券取引責任準備金は証券取引法第51条に基づき計上しており

ます。 

※９． 商品取引責任準備金は商品取引所法第136条の22に基づき計上し

ております。 
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（訂正後） 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※１． 有形固定資産の減価償却累計額 272百万円 

※２． 信用取引の自己融資見返り株券1,667百万円および顧客より委託

保証金の代用として受け入れた有価証券24,850百万円を証券金融

会社との貸借取引の担保に供しております。 

投資有価証券313百万円を証券金融会社からの借入取引に対し

て担保に供しております。ただし、期末現在の債務残高はありま

せん。 

 ３． 差し入れた有価証券（※２に属するものを除く）の時価額は次

のとおりであります。 

信用取引貸証券 19,330百万円 

信用取引借入金の本担保証券 66,989百万円 

消費貸借契約により貸し付けた有価証券 7,024百万円 

  

 ４. 差し入れを受けた有価証券の時価額は次のとおりであります。 

信用取引貸付金の本担保証券 120,554百万円 

信用取引借証券 5,301百万円 

消費貸借契約により借り入れた有価証券 28,028百万円 

受入保証金代用有価証券 110,590百万円 

  

※５． 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 10百万円 

※６． 当社の発行済株式総数は、普通株式2,344,687株であります。 

※７． 当社が保有する自己株式の数は、普通株式0.28株であります。

※８． 証券取引責任準備金は証券取引法第51条に基づき計上しており

ます。 

※９． 商品取引責任準備金は商品取引所法第136条の22に基づき計上し

ております。 
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平成１７年３月期 決算短信（非連結） 

マネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社（マネックス証券株式会社分） 

 

（訂正前） 

 

注記事項 

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成16年３月31日） 

当事業年度 
（平成17年３月31日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 

授 権 株 式 数 普通株式 5,137,664株 

発行済株式総数 普通株式 1,568,939株 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 

授 権 株 式 数 普通株式 5,137,664株 

発行済株式総数 普通株式 1,574,927株 

※２．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式6株で

あります。 

 

────────── 

※３．自己融資見返り株券1,923百万円および顧客より委

託保証金の代用として受け入れた有価証券5,676百

万円を証券金融会社との貸借取引の担保に供して

おります。 

投資有価証券313百万円を証券金融会社からの借入

取引に対して担保に供しております。ただし、期末

現在の債務残高はありません。 

※３．自己融資見返り株券1,667百万円および顧客より委

託保証金の代用として受け入れた有価証券7,735

百万円を証券金融会社との貸借取引の担保に供し

ております。 

投資有価証券313百万円を証券金融会社からの借

入取引に対して担保に供しております。ただし、

期末現在の債務残高はありません。 

 ４.差し入れた有価証券（※３に属するものを除く）の

時価額は次のとおりであります。 

信用取引貸証券 

       6,085百万円 

信用取引借入金の本担保証券 

       17,662百万円 

消費貸借契約により貸し付けた有価証券 

       5,968百万円 

 ４.差し入れた有価証券（※３に属するものを除く）の

時価額は次のとおりであります。 

信用取引貸証券 

     7,214百万円 

信用取引借入金の本担保証券 

      30,594百万円 

消費貸借契約により貸し付けた有価証券 

      7,028百万円 

５.差し入れを受けた有価証券の時価額は次のとおりで

あります。 

信用取引貸付金の本担保証券 

     32,862百万円 

信用取引借証券 

     1,683百万円 

消費貸借契約により借り入れた有価証券 

     22,131百万円 

受入保証金代用有価証券 

     38,379百万円 

 ５.差し入れを受けた有価証券の時価額は次のとおり

であります。 

信用取引貸付金の本担保証券 

      48,036百万円 

信用取引借証券 

      2,063百万円 

消費貸借契約により借り入れた有価証券 

     30,023百万円 

受入保証金代用有価証券 

     34,474百万円 

※６．証券取引責任準備金は証券取引法第51条に基づき

計上しております。 

※６．証券取引責任準備金は証券取引法第51条に基づき

計上しております。 

 ７．資本の欠損は2,881百万円であります。 ────────── 
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（訂正後） 

 

注記事項 

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成16年３月31日） 

当事業年度 
（平成17年３月31日） 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 

授 権 株 式 数 普通株式 5,137,664株 

発行済株式総数 普通株式 1,568,939株 

※１．授権株式数及び発行済株式総数 

授 権 株 式 数 普通株式 5,137,664株 

発行済株式総数 普通株式 1,574,927株 

※２．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式6株で

あります。 

 

────────── 

※３．自己融資見返り株券1,923百万円および顧客より委

託保証金の代用として受け入れた有価証券5,676百

万円を証券金融会社との貸借取引の担保に供して

おります。 

投資有価証券313百万円を証券金融会社からの借入

取引に対して担保に供しております。ただし、期末

現在の債務残高はありません。 

※３．自己融資見返り株券1,667百万円および顧客より委

託保証金の代用として受け入れた有価証券7,735

百万円を証券金融会社との貸借取引の担保に供し

ております。 

投資有価証券313百万円を証券金融会社からの借

入取引に対して担保に供しております。ただし、

期末現在の債務残高はありません。 

 ４.差し入れた有価証券（※３に属するものを除く）の

時価額は次のとおりであります。 

信用取引貸証券 

       6,085百万円 

信用取引借入金の本担保証券 

       17,662百万円 

消費貸借契約により貸し付けた有価証券 

       5,968百万円 

 ４.差し入れた有価証券（※３に属するものを除く）の

時価額は次のとおりであります。 

信用取引貸証券 

     7,214百万円 

信用取引借入金の本担保証券 

      30,594百万円 

消費貸借契約により貸し付けた有価証券 

      7,028百万円 

５.差し入れを受けた有価証券の時価額は次のとおりで

あります。 

信用取引貸付金の本担保証券 

     32,862百万円 

信用取引借証券 

     1,683百万円 

消費貸借契約により借り入れた有価証券 

     22,131百万円 

受入保証金代用有価証券 

     38,379百万円 

 ５.差し入れを受けた有価証券の時価額は次のとおり

であります。 

信用取引貸付金の本担保証券 

      48,036百万円 

信用取引借証券 

      2,063百万円 

消費貸借契約により借り入れた有価証券 

     26,424百万円 

受入保証金代用有価証券 

     34,474百万円 

※６．証券取引責任準備金は証券取引法第51条に基づき

計上しております。 

※６．証券取引責任準備金は証券取引法第51条に基づき

計上しております。 

 ７．資本の欠損は2,881百万円であります。 ────────── 

 


