
　

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年５月25日

【会社名】 リーディング証券株式会社

【英訳名】 Leading Securities Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　崔　榮仁

【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目８番８号

【電話番号】 03-4570-2119(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 部長　勝間田　英樹

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目８番８号

【電話番号】 03-4570-2119(代表)

【事務連絡者氏名】 経営企画部 部長　勝間田　英樹

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 株主割当　206,229,762 円

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 リーディング証券株式会社　龍ヶ崎支店

　(茨城県龍ヶ崎市字寺後3585番地の４)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

有価証券届出書を、最近連結会計年度の次の連結会計年度開始後おおむね13月を経過後に提出する場合には、当該

次の連結会計年度の業績の概要を有価証券届出書に記載することが求められておりますが、本日、当該次の連結会計

年度(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)の業績の概要が確定いたしましたので、有価証券届出書の「第三

部　追完情報」に追加すべく、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第三部　追完情報

４．最近の業績の概要

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　で表示してあります。(なお、記載の追加のみですので　罫を省略しております。)
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第三部 【追完情報】

４．最近の業績の概要

第69期連結会計年度(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)の連結財務諸表は以下のとおりでありま

す。

なお、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査が終了しておりませんので、監査報告書

は受領しておりません。

　

EDINET提出書類

リーディング証券株式会社(E23973)

訂正有価証券届出書（組込方式）

3/9



 

連結財務諸表

① ［連結貸借対照表］

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 397,341 303,850

  預託金 1,578,180 2,568,250

   顧客分別金信託 1,540,000 2,566,000

   その他の預託金 38,180 2,250

  トレーディング商品 3,361 7,278

  約定見返勘定 11,903 27,580

  信用取引資産 4,643,945 3,919,138

   信用取引貸付金 4,607,602 3,684,947

   信用取引借証券担保金 36,342 234,191

  募集等払込金 14,017 4,488

  短期差入保証金 3,103,753 231,472

  前払費用 9,971 10,991

  未収収益 93,024 98,701

  その他 2,812 1,682

  流動資産計 9,858,311 7,173,434

 固定資産   

  有形固定資産 159,399 150,871

   建物（純額） 47,801 41,230

   器具備品（純額） 7,212 5,615

   土地 104,025 104,025

   その他（純額） 360 0

  無形固定資産 15,138 16,639

   ソフトウエア 13,640 15,141

   その他 1,498 1,498

  投資その他の資産 108,803 108,401

   投資有価証券 15,109 15,023

   長期差入保証金 85,211 84,895

   長期立替金 830,734 5,177

   その他 8,483 8,483

   貸倒引当金 △830,734 △5,177

  固定資産計 283,341 275,912

 資産合計 10,141,653 7,449,346
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 200,000 -

  関係会社短期借入金 100,000 100,000

  1年内償還予定の関係会社社債 300,000 300,000

  約定見返勘定 7,182 24,853

  信用取引負債 3,840,941 3,764,337

   信用取引借入金 3,788,894 3,511,258

   信用取引貸証券受入金 52,047 253,078

  預り金 1,447,343 1,868,522

  受入保証金 3,557,610 731,444

  未払費用 51,587 56,176

  未払金 191 2,973

  未払法人税等 6,039 9,789

  賞与引当金 14,773 12,171

  その他 564 598

  流動負債計 9,526,234 6,870,866

 固定負債   

  退職給付に係る負債 57,149 59,431

  繰延税金負債 284 296

  その他 701 102

  固定負債計 58,135 59,830

 特別法上の準備金   

  金融商品取引責任準備金 21,957 22,721

  特別法上の準備金計 21,957 22,721

 負債合計 9,606,326 6,953,419

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,768,126 1,778,124

  資本剰余金 1,251,926 1,261,924

  利益剰余金 △2,484,987 △2,544,409

  自己株式 △383 △383

  株主資本合計 534,682 495,256

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 644 671

  その他の包括利益累計額合計 644 671

 純資産合計 535,326 495,927

負債純資産合計 10,141,653 7,449,346
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② ［連結損益計算書及び連結包括利益計算書］

［連結損益計算書］

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

営業収益   

 受入手数料 1,110,372 925,188

  委託手数料 796,295 650,712

  
募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

206,045 150,793

  その他の受入手数料 108,032 123,682

 トレーディング損益 79,944 115,291

 金融収益 161,828 86,361

 営業収益計 1,352,146 1,126,841

金融費用 96,035 63,217

純営業収益 1,256,110 1,063,624

販売費及び一般管理費   

 取引関係費 267,783 247,470

 人件費 634,798 583,796

 不動産関係費 81,320 85,991

 事務費 117,391 114,930

 減価償却費 14,630 15,989

 租税公課 13,569 16,423

 貸倒引当金繰入 0 5,177

 その他 69,067 47,729

 販売費及び一般管理費合計 1,198,561 1,117,507

営業利益又は営業損失（△） 57,549 △53,883

営業外収益 1,100 2,360

営業外費用 564 176

経常利益又は経常損失（△） 58,085 △51,700

特別損失   

 貸倒引当金繰入額 830,734 -

 金融商品取引責任準備金繰入れ 4,987 764

 特別退職金 3,400 2,400

 特別損失計 839,122 3,164

税金等調整前当期純損失（△） △781,036 △54,865

法人税、住民税及び事業税 4,646 4,556

法人税等合計 4,646 4,556

当期純損失（△） △785,682 △59,421

非支配株主に帰属する当期純利益 - -

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △785,682 △59,421
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［連結包括利益計算書］

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当期純損失（△） △785,682 △59,421

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △86 27

 その他の包括利益合計 △86 27

包括利益 △785,769 △59,394

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △785,769 △59,394

 非支配株主に係る包括利益 - -
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③ ［連結株主資本等変動計算書］

前連結会計年度(自 平成27年４月１日　至 平成28年３月31日)

 (単位：千円)

 

株主資本
その他の包括利

益累計額
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

当期首残高 1,768,126 1,251,926 △1,699,304 － 1,320,748 730 1,321,479

当期変動額        

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △785,682  △785,682  △785,682

自己株式の取得    △383 △383  △383

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     △86 △86

当期変動額合計 - - △785,682 △383 △786,066 △86 △786,153

当期末残高 1,768,126 1,251,926 △2,484,987 △383 534,682 644 535,326
 

 

当連結会計年度(自 平成28年４月１日　至 平成29年３月31日)　

 (単位：千円)

 

株主資本
その他の包括利

益累計額
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

当期首残高 1,768,126 1,251,926 △2,484,987 △383 534,682 644 535,326

当期変動額        

新株の発行 9,997 9,997   19,995  19,995

親会社株主に帰属する

当期純損失（△）
  △59,421  △59,421  △59,421

自己株式の取得        

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
     27 27

当期変動額合計 9,997 9,997 △59,421  △39,426 27 △39,399

当期末残高 1,778,124 1,261,924 △2,544,409 △383 495,256 671 495,927
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④ ［連結キャッシュ・フロー計算書］

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(自 平成27年４月１日
　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純損失（△） △781,036 △54,865

 減価償却費 14,630 15,989

 賞与引当金の増減額（△は減少） △95,069 △2,602

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,159 2,282

 受取利息及び受取配当金 △161,828 △86,361

 支払利息 96,035 63,217

 為替差損益（△は益） 1,012 9,709

 
トレーディング商品（資産）の増減額（△は増
加）

△3,361 △3,916

 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） 4,987 764

 信用取引資産の増減額（△は増加） 7,022,731 724,807

 顧客分別金信託の増減額（△は増加） 1,110,000 △1,026,000

 短期差入保証金の増減額（△は増加） △2,648,387 2,872,281

 信用取引負債の増減額（△は減少） △7,615,166 △76,603

 預り金の増減額（△は減少） △832,631 421,178

 受入保証金の増減額（△は減少） 2,942,278 △2,826,166

 約定見返勘定の増減額（△は増加） 19,198 1,993

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 830,734 △825,556

 立替金の増減額（△は増加） △830,733 825,585

 その他 △16,247 17,175

 小計 △939,690 52,913

 利息及び配当金の受取額 175,025 89,253

 利息の支払額 △98,867 △62,350

 法人税等の支払額 △27,504 △10,398

 営業活動によるキャッシュ・フロー △891,036 69,417

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 △32,244 △2,131

 無形固定資産の取得による支出 △4,435 △6,831

 差入保証金の回収による収入 960 316

 定期預金の増減額（△は増加） △55,387 45,142

 投資活動によるキャッシュ・フロー △91,107 36,496

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） △150,000 △200,000

 自己株式の取得による支出 △383 -

 株式の発行による収入 - 19,995

 その他 △532 △564

 財務活動によるキャッシュ・フロー △150,916 △180,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,012 △9,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,134,073 △84,408

現金及び現金同等物の期首残高 1,502,625 368,551

現金及び現金同等物の期末残高 368,551 284,143
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