
平成20年５月16日 

各  位 

会 社 名  東邦グローバルアソシエイツ（株） 

                       代表者名  代表取締役社長   山﨑 公明 

                             (コード番号  1757 大証第 2部)      

問合せ先  経営本部（ＩＲ）  藤田 秀雄 

                              (Tel. 03-5511-1700) 

 

 

（訂正）「平成20年３月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ  

 

 

当社は、平成20 年５月15日に開示いたしました「平成20年３月期 決算短信」に関しまして、

一部訂正がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付しております。 

 

 

記 

 
 
【訂正箇所】サマリー部分１ページ 
 
（訂正前） 
1. 20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率) 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年３月期 827 (△44.1) △5,106 (－) △5,150 (－) △5,150 (－） 
19 年３月期 1,480 (△50.1) △3,076 (－) △3,063 (－) △2,213  (－） 

 

 １株当たり 
 当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率

総資産 
 経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20 年３月期 △177 67 － － △438.1 △192.5 △617.2 
19 年３月期 △31 32 － － △238.8 △85.8 △207.8  
(参考) 持分法投資損益 20 年３月期 17 百万円 19 年３月期 －百万円

 
（訂正後） 
1. 20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率) 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年３月期 827 (△44.1) △5,106 (－) △5,150 (－) △5,150 (－） 

19 年３月期 1,480 (△50.1) △3,076 (－) △3,063 (－) △2,922  (－） 

 

 １株当たり 
 当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20 年３月期 △177 67 － － △438.1 △192.5 △617.2 
19 年３月期 △31 32 － － △238.8 △85.8 △207.8  
(参考) 持分法投資損益 20 年３月期 17 百万円 19 年３月期 －百万円

 

 

 



（訂正前） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況  

 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期 △2,584 857 2,068 467 
19 年３月期 △2,213  △3,047  4,078  146 

 

（訂正後） 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況  

 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期 △2,584 857 2,068 467 

19 年３月期 △2,211  △3,172  4,251  146 

 

 

 

【訂正箇所】（18 ページ～21 ページ） 

４．連結財務諸表 

（４）連結キャッシュフロー計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（訂正前） 
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日

 至 平成 19 年３月 31
日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 20年３月 31日)
比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 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  △2,958,914 △5,160,013 

   減価償却費  32,639 13,226 

   長期前払費用償却額  42,927 243,107 

   のれん償却費  24,310  343,299 

   持分法による投資損失  ― 17,845 

   貸倒引当金の増加  557,256 1,825,861 

   退職給付引当金の増減額(減少△)  △18,788 11,076 

   完成工事補償引当金の増減額(減少△)  △10,500 △5,000 

   訴訟損失引当金の増加  ― 94,577 

   減損損失  ―  19,235 

   棚卸資産評価損  33,141 

   債務免除益  ― △28,297 

   営業投資有価証券評価損  ― 1,675,850 

   関係会社株式売却益(△)  △17,533  ― 

   受取利息及び受取配当金  △102,044 △1,304 

   支払利息  8,290 29,682 

   売上債権の増減額(増加△)  454,257  △142,258 

   棚卸資産の増減額(増加△)  230,925  △288,382 

   仕入債務の増減額(減少△)  △130,170 △92,600 

   投資用不動産売却益  ― △960,683 

   未成工事受入金の増減額(減少△)  △81,868  22,015 

   販売用不動産評価損  10,150 31,600 

   未払金及び未払費用の減少額  △240,448  124,653 

      貸付による支出  ― △363,265 

      貸付金の回収による収入  ― 373,740 

      関係会社株式の取得による支出  ― △560,887 

      連結除外に伴う純損益の除外  83,477  ― 

      過年度修正益  ― 23,646 

      過年度修正損  ― 49,114 

   その他  △60,272  129,347 

小計  △2,176,327  △2,541,670 △365,343  

 



 
 
 
 
 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日

至 平成 19 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 20年３月 31日)
比較増減 

区分 注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

   利息及び配当金の受取額  3,569  1,304 

   利息の支払額  △8,290 △29,682 

   法人税等の支払額  △32,805  △14,576 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,213,853  △2,584,626 △370,773  

 



  

  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日

至 平成 19 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 20 年３月 31 日) 

比較増減 

区分 注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 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  ― ― 

   定期預金の払戻による収入  100,000 ― 

   有形固定資産の取得による支出  △14,615 △19,456 

   無形固定資産の取得による支出  △2,850 △635 

   有形固定資産の売却による収入  ― 57,000 

   長期前払費用の取得による支出  ― △108,500 

      減損損失  49,390  ― 

   投資有価証券の取得による支出  △1,680,000 ― 

   投資用不動産の売却による収入  ― 2,922,587 

   投資用不動産の取得による支出  ― △1,961,904 

   連結の範囲の変更を伴う株式の 
   取得による収入  46,075  3,535 

      組合出資解約による収入  990 ― 

   貸付による支出  △3,632,240  ― 

   貸付金の回収による収入  2,091,931 ― 

   保証金の差入による支出  ― △34,819 

   その他  △6,508  ― 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,047,826  857,806 3,905,632  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

   短期借入金純増減額  △577,652  △4,945 

      長期借入の返済による支出  ― △162,591 

   新株の発行による収入  2,752,129  2,138,741 

   新株予約権付社債の発行による収入  2,000,000 ― 

   新株予約権の発行による収入  4,000 97,320 

   自己株式取得による支出  △97 ― 

   少数株主からの持分の取得による支出  △100,000 ― 

   その他  ― △114 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  4,078,380  2,068,410 △2,009,970  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少△）  △1,183,299  341,591 1,524,890  

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,294,337 146,101 △1,148,236

Ⅵ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 
  の増減額（減少△）  △15,555 △20,318 △4,763

Ⅶ 期首剰余金の増減額  50,618 ― △50,618
 



  

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月１日

 至 平成 19 年３月 31
日) 

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 
 至 平成 20 年３月 31

日) 

比較増減 

区分 注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 146,101 467,373 321,272

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（訂正後） 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日

至 平成 19 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 20年３月 31日)
比較増減 

区分 注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 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  △2,958,914 △5,160,013 

   減価償却費  32,639 13,226 

   長期前払費用償却額  42,927 243,107 

   のれん償却費     ―  343,299 

   持分法による投資損失  ― 17,845 

   貸倒引当金の増加  557,256 1,825,861 

   退職給付引当金の増減額(減少△)  △18,788 11,076 

   完成工事補償引当金の増減額(減少△)  △10,500 △5,000 

   訴訟損失引当金の増加  ― 94,577 

   減損損失  49,390  19,235 

   棚卸資産評価損  ― 33,141 

   債務免除益  ― △28,297 

   営業投資有価証券評価損  ― 1,675,850 

   関係会社株式売却益(△)  △19,389  ― 

   受取利息及び受取配当金  △102,044 △1,304 

   支払利息  8,290 29,682 

   売上債権の増減額(増加△)  424,579  △142,258 

   棚卸資産の増減額(増加△)  △111,524  △288,382 

   仕入債務の増減額(減少△)  △116,258  △92,600 

   投資用不動産売却益  ― △960,683 

   未成工事受入金の増減額(減少△)  356,352  22,015 

   販売用不動産評価損  10,150 31,600 

   未払金及び未払費用の減少額  △232,440  124,653 

      貸付による支出  ― △363,265 

      貸付金の回収による収入  ― 373,740 

      関係会社株式の取得による支出  ― △560,887 

      連結除外に伴う純損益の除外    ―  ― 

      過年度修正益  ― 23,646 

      過年度修正損  ― 49,114 

   その他  △86,341  129,347 

小計  △2,174,615  △2,541,670 △367,055  



  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日

至 平成 19 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 

 至 平成 20年３月 31日)
比較増減 

区分 注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

   利息及び配当金の受取額  4,036  1,304 

   利息の支払額  △8,290 △29,682 

   法人税等の支払額  △32,347  △14,576 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,211,216  △2,584,626 △373,410  

 



  

  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日

至 平成 19 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 20 年３月 31 日) 

比較増減 

区分 注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 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  ― ― 

   定期預金の払戻による収入  100,000 ― 

   有形固定資産の取得による支出  △14,615 △19,456 

   無形固定資産の取得による支出  △2,850 △635 

   有形固定資産の売却による収入  ― 57,000 

   長期前払費用の取得による支出  ― △108,500 

      減損損失    ―  ― 

   投資有価証券の取得による支出  △1,680,000 ― 

   投資用不動産の売却による収入  ― 2,922,587 

   投資用不動産の取得による支出  ― △1,961,904 

   連結の範囲の変更を伴う株式の 
   取得による収入  25,313  3,535 

      組合出資解約による収入  990 ― 

   貸付による支出  △3,682,354  ― 

   貸付金の回収による収入  2,091,931 ― 

   保証金の差入による支出  ― △34,819 

   その他  △11,006  ― 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,172,591  857,806 4,030,397  

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

   短期借入金純増減額  △511,736  △4,945 

      長期借入の返済による支出  ― △162,591 

   新株の発行による収入  2,909,961  2,138,741 

   新株予約権付社債の発行による収入  2,000,000 ― 

   新株予約権の発行による収入  4,000 97,320 

   社債の償還による支出   △51,000  ― 

   自己株式取得による支出  △97 ― 

   少数株主からの持分の取得による支出  △100,000 ― 

   その他  ― △114 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  4,251,128  2,068,410 △2,182,718  

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少△）  △1,132,681  341,591 1,474,272  

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,294,337 146,101 △1,148,236

Ⅵ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 
  の増減額（減少△）  △15,555 △20,318 △4,763

Ⅶ 期首剰余金の増減額    ―  ―   ―  



  
前連結会計年度 

(自 平成 18 年４月１日

至 平成 19 年３月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 20 年３月 31 日) 

比較増減 

区分 注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 146,101 467,373 321,272

 

                                      以 上 


	(4) 連結キャッシュ・フロー計算書
	(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

