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平成20年12月１日 

各  位 

 

 

会 社 名 東邦グローバルアソシエイツ㈱ 

代表者名 代表取締役社長 横 田 満 人 

                             (コード番号 1757 大証第 2 部) 

問合せ先 執行役員 経営本部長 西 澤 孝 紀 

                                (Tel. 03-5511-1700) 

 

 

（訂正）「平成21年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ  

 

当社は、平成20年11月28日に開示いたしました「子会社における販売用不動産の評価損計上に関す

るお知らせ」のとおり、販売用不動産の売却を行い、正味売却価額に基づき評価をおこなったため、

平成20年11月７日に開示いたしました「平成21年３月期 第２四半期決算短信」に一部訂正がありま

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】  

1. 平成 21 年３月期第２四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績(累計) 

  (2) 連結財政状態 
3. 平成 21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

4．その他  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

・定性的情報・財務諸表等 

  1. 連結経営成績に関する定性的情報 
連結財政状態に関する定性的情報 
連結業績予想に関する定性的情報 

5. 【四半期連結財務諸表】 

 (1)【四半期連結貸借対照表】  

）【四半期連結損益計算書】 

）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】  

4) 継続企業の前提に関する注記 

5) セグメント情報 
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  平成 21 年３月期 第２四半期決算短信  

平成 20 年 11 月７日 
上  場 会 社 名 東邦グローバルアソシエイツ株式会社 上場取引所  

コ ー ド 番 号 1757 URL http://www.t-ga.co.jp/  
代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)横田 満人  
問 合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)比嘉 努 TEL (03)5511―1700 

四半期報告書提出予定日 平成 20 年 11 月 14 日   

 

1. 平成 21 年３月期第２四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績(累計) 

 

【訂正前】 
(百万円未満切捨て) 

1. 平成 21 年３月期第２四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

 (1) 連結経営成績(累計)  
(％表示は対前年同四半期増減率)  

 売上高 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 ％
21年３月期第２四半期 453 ― △703  ― △991  ― △1,134  ― 
20年３月期第２四半期 223 △63.3 △4,213 ― △4,248 ― △3,856 ― 
 

 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

21年３月期第２四半期 △17  58  ―    

20年３月期第２四半期 △176 38 ―    

 
 
【訂正後】 
 

1. 平成 21 年３月期第２四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 

 (1) 連結経営成績(累計)  
(％表示は対前年同四半期増減率)  

 売上高 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 ％
21年３月期第２四半期 453 ― △917  ― △1,205  ― △1,347  ― 
20年３月期第２四半期 223 △63.3 △4,213 ― △4,248 ― △3,856 ― 
 

 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

21年３月期第２四半期 △20  89  ―    

20年３月期第２四半期 △176 38 ―    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 3

1. 平成 21 年３月期第２四半期の連結業績（平成 20 年４月１日～平成 20 年９月 30 日） 
(2) 連結財政状態 

 
 
【訂正前】 
 
  (2) 連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭
21年３月期第２四半期 1,571  1,119  66.1  15  35  

20 年３月期 1,414 759 46.7 11 66 
(参考) 自己資本 21 年３月期第２四半期  1,038 百万円 20 年３月期 660 百万円

 

【訂正後】 

 

  (2) 連結財政状態  

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭
21年３月期第２四半期 1,357  906  60.7  12  19  

20 年３月期 1,414 759 46.7 11 66 
(参考) 自己資本 21 年３月期第２四半期  825 百万円 20 年３月期 660 百万円

 

 

3. 平成 21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 

【訂正前】 

 

3. 平成 21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
(％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 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 1,165 40.9 △1,637  ― △1,650  ― △1,745  ― △23  61  

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

 

【訂正後】 

 

3. 平成 21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
(％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 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 1,165 40.9 △1,851  ― △1,864  ― △1,959  ― △26  51  

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
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4．その他  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

【訂正前】 

 

4．その他  

(4) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 
 21 年３月期第２四半期 67,661,487 株 20 年３月期 56,621,847 株

 ② 期末自己株式数 
 21 年３月期第２四半期 326 株 20 年３月期 326 株

 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 
 21 年３月期第２四半期 64,516,238 株 20 年３月期第２四半期 19,005,915 株

 
 
【訂正後】 
 

4．その他  

(4) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 
 21 年３月期第２四半期 67,661,887 株 20 年３月期 56,621,847 株

 ② 期末自己株式数 
 21 年３月期第２四半期 333 株 20 年３月期 326 株

 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 
 21 年３月期第２四半期 64,516,382 株 20 年３月期第２四半期 19,005,915 株

 
 
 

・定性的情報・財務諸表等 

  1. 連結経営成績に関する定性的情報 
 

【訂正前】 

 
・定性的情報・財務諸表等 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な
金融不安、原油をはじめとする原材料価格の高騰による個人消費の低迷や企業業績の悪化など景気は後退
感を強め、先行き不透明な状況で推移しました。 
当社の係る建設業界におきましても、公共事業の減少に加え、改正建築基準法の施行に伴う着工の遅れや
景気の不透明感を背景に低価格での受注競争が激しさを増し、引続く建設資材の価格高騰などにより厳し
い環境が続きました。 
このような状況下において、当社グループでは、引き続きグローバル化を視野に入れ、ロシア連邦におけ
る人工島の建設事業に注力すると同時に、早期黒字化を目指した不採算事業の整理、固定費の圧縮と営業
力強化を推し進めております。 
その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 453 百万円、営業損失は703百万円、経常損失は991
百万円、四半期純損失は1,134百万円となりました。 
 
 
【訂正後】 
 

・定性的情報・財務諸表等 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な
金融不安、原油をはじめとする原材料価格の高騰による個人消費の低迷や企業業績の悪化など景気は後退
感を強め、先行き不透明な状況で推移しました。 
当社の係る建設業界におきましても、公共事業の減少に加え、改正建築基準法の施行に伴う着工の遅れや
景気の不透明感を背景に低価格での受注競争が激しさを増し、引続く建設資材の価格高騰などにより厳し
い環境が続きました。 
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このような状況下において、当社グループでは、早期黒字化を目指した不採算事業の整理、固定費の圧縮
と営業力強化を推し進め、ロシア連邦における人工島の建設事業に関しては、脆弱な財務状態から脱する
まで、資金の必要となるプロジェクト推進業務は一旦延期し、早急な財務内容の健全化を図り、業績の回
復を図ってまいります。 
その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 453 百万円、営業損失は917百万円、経常損失は
1,205百万円、四半期純損失は1,347百万円となりました。 
 
 
 
 
 

・定性的情報・財務諸表等 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
 
 
【訂正前】 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
当第２四半期の財政状態は、総資産は、1,571百万円となり、前連結会計年度末と比べて157 百万円の増加
となりました。主な変動要因は、営業貸付金が 300 百万円増加、のれんが 164 百万円減少したことなどに
よるものです。 
負債の部は、451 百万円となり、203 百万円減少しております。主な変動要因は、訴訟損失引当金が 79 百
万円減少、未成工事受入金が 53 百万円減少、1 年以内返済予定長期借入金が 26 百万円減少したことなど
によるものです。 
純資産の部は、1,119百万円となり、360百万円増加しております。主な変動要因は、資本金が 756 百万円
増加、資本剰余金が 1,316 百万円減少、利益剰余金が938百万円増加したことなどによるものです。 
 
【訂正後】 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
当第２四半期の財政状態は、総資産は、1,357百万円となり、前連結会計年度末と比べて56 百万円の減少
となりました。主な変動要因は、営業貸付金が 300 百万円増加、のれんが 164 百万円減少、販売用不動産
が 213 百万円減少したことなどによるものです。 
負債の部は、451 百万円となり、203 百万円減少しております。主な変動要因は、訴訟損失引当金が 79 百
万円減少、未成工事受入金が 53 百万円減少、1 年以内返済予定長期借入金が 26 百万円減少したことなど
によるものです。 
純資産の部は、906百万円となり、147百万円増加しております。主な変動要因は、資本金が 756 百万円増
加、資本剰余金が 1,316 百万円減少、利益剰余金が725百万円増加したことなどによるものです。 
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定性的情報・財務諸表等 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 
 
 
【訂正前】 

 
3. 連結業績予想に関する定性的情報 
平成 20 年５月 15 日に公表いたしました業績予想につきましては、特に変更はございません。 
 
 
 
【訂正後】 
 

（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日）          (単位：百万円、％) 

 
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

１ 株 当 た り

当期純利益 

前回修正予想 (A) 

（平成20年 5月 15日発表）
1,165 △1,637 △1,650 △1,745 △23 円 61 銭 

今回修正予想 (B) 1,165 △1,851 △1,864 △1,959 △26 円 51 銭 

増 減 額 (B)－(A) ― △213 △213 △213 ― 

増 減 率（％） ― ― ― ― ― 

（ご参考） 

前期(20 年 3 月期)実績 
1,480 △3,076 △3,063 △2,922 △31 円 32 銭 

 

個別業績予想数値に関しましては、平成 20 年 5 月 15 日に公表した数値と変更はございません。 
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5. 【四半期連結財務諸表】 

 (1)【四半期連結貸借対照表】 

 

【訂正前】 

5. 【四半期連結財務諸表】 

 (1)【四半期連結貸借対照表】  

（単位：千円）

     当第２四半期連結会計期間末

(平成 20 年 9 月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金  552,509 467,373

  受取手形及び売掛金 17,901 125,313

  完成工事未収入金 139,109 139,810

  販売用不動産 308,650 308,650

  未成工事支出金 79,372 116,619

  前渡金 86,321 －

  前払費用 54,587 －

  短期貸付金 － 7,500

  営業貸付金 300,000 －

  未収消費税等 33,231 －

  その他 6,531 57,544

  貸倒引当金 △154,608 △116,738

  流動資産合計 1,423,607 1,106,072

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 32,245 8,230

    減価償却累計額 △4,840 △2,849

   機械及び装置 6,789 10,974

    減価償却累計額 △6,789 △7,647

   車両運搬具 5,819 5,819

    減価償却累計額 △5,264 △4,849

   工具、器具及び備品 19,415 19,090

    減価償却累計額 △13,091 △11,359

   有形固定資産合計 34,284 17,409

  無形固定資産   

   ソフトウエア 10,484 9,918

   のれん － 164,491

   その他 － 224

   無形固定資産合計 10,484 174,635

  投資その他の資産   
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（単位：千円）

     当第２四半期連結会計期間末

(平成 20 年 9 月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

   投資有価証券 4,149 4,149

   破産更生債権等 1,850,114 2,278,119

   差入保証金 82,548 87,970

   その他 16,284 25,913

   貸倒引当金 △1,850,114 △2,280,231

   投資その他の資産合計 102,982 115,922

  固定資産合計 147,751 307,966

 資産合計 1,571,359 1,414,039
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（単位：千円）

   当第２四半期連結会計期間末

(平成 20 年 9 月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 137,174 144,536

  1 年内返済予定の長期借入金 14,056 40,142 

  未払金 135,495 129,223

  未払法人税等 3,456 14,685

  未成工事受入金 33,992 87,661

  完成工事補償引当金 3,000 1,000

  賞与引当金 840 1,680

  ポイント引当金 － 14,623

  その他 36,749 44,215

  流動負債合計 364,765 477,766

 固定負債   

  長期借入金 24,985 34,553

  退職給付引当金 24,657 25,320

  長期預り保証金 22,090 22,790

  訴訟損失引当金 14,997 94,577

  固定負債合計 86,730 177,241

 負債合計 451,495 655,007

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,404,563 4,648,481

  資本剰余金 756,082 2,072,843

  利益剰余金 △5,117,141 △6,055,893

  自己株式 △4,741 △4,741

  株主資本合計 1,038,763 660,689

 新株予約権 81,100 93,265

 少数株主持分 － 5,076

 純資産合計 1,119,863 759,031

負債純資産合計 1,571,359 1,414,039
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【訂正後】 

5. 【四半期連結財務諸表】 

 (1)【四半期連結貸借対照表】  

（単位：千円）

     当第２四半期連結会計期間末

(平成 20 年 9 月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金  552,509 467,373

  受取手形及び売掛金 17,901 125,313

  完成工事未収入金 139,109 139,810

  販売用不動産 95,000 308,650

  未成工事支出金 79,372 116,619

  前渡金 86,321 －

  前払費用 54,587 －

  短期貸付金 － 7,500

  営業貸付金 300,000 －

  未収消費税等 33,231 －

  その他 6,531 57,544

  貸倒引当金 △154,608 △116,738

  流動資産合計 1,209,957 1,106,072

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 32,245 8,230

    減価償却累計額 △4,840 △2,849

   機械及び装置 6,789 10,974

    減価償却累計額 △6,789 △7,647

   車両運搬具 5,819 5,819

    減価償却累計額 △5,264 △4,849

   工具、器具及び備品 19,415 19,090

    減価償却累計額 △13,091 △11,359

   有形固定資産合計 34,284 17,409

  無形固定資産   

   ソフトウエア 10,484 9,918

   のれん － 164,491

   その他 － 224

   無形固定資産合計 10,484 174,635

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,149 4,149

   破産更生債権等 1,850,114 2,278,119
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（単位：千円）

     当第２四半期連結会計期間末

(平成 20 年 9 月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

   差入保証金 82,548 87,970

   その他 16,284 25,913

   貸倒引当金 △1,850,114 △2,280,231

   投資その他の資産合計 102,982 115,922

  固定資産合計 147,751 307,966

 資産合計 1,357,709 1,414,039
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（単位：千円）

   当第２四半期連結会計期間末

(平成 20 年 9 月 30 日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年３月 31 日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 137,174 144,536

  1 年内返済予定の長期借入金 14,056 40,142 

  未払金 135,495 129,223

  未払法人税等 3,456 14,685

  未成工事受入金 33,992 87,661

  完成工事補償引当金 3,000 1,000

  賞与引当金 840 1,680

  ポイント引当金 － 14,623

  その他 36,749 44,215

  流動負債合計 364,765 477,766

 固定負債   

  長期借入金 24,985 34,553

  退職給付引当金 24,657 25,320

  長期預り保証金 22,090 22,790

  訴訟損失引当金 14,997 94,577

  固定負債合計 86,730 177,241

 負債合計 451,495 655,007

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,404,563 4,648,481

  資本剰余金 756,082 2,072,843

  利益剰余金 △5,330,791 △6,055,893

  自己株式 △4,741 △4,741

  株主資本合計 825,113 660,689

 新株予約権 81,100 93,265

 少数株主持分 － 5,076

 純資産合計 906,213 759,031

負債純資産合計 1,357,709 1,414,039
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 (

5. 【四半期連結財務諸表】 

2）【四半期連結損益計算書】 

 

【訂正前】 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

（単位：千円）

  

当第２四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

 至 平成 20 年 9 月 30 日) 

売上高 453,816

売上原価 428,800

売上総利益 25,016

販売費及び一般管理費 728,906

営業利益 △703,889

営業外収益   

 雑収入 6,056

 その他 821

 営業外収益合計 6,877

営業外費用  

 株式交付費 280,625

 持分法による投資損失 12,036

 その他 1,796

 営業外費用合計 294,458

経常利益 △991,470

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 102,001

 訴訟損失引当金戻入額 54,745

 関係会社株式交換益 20,860

 過年度損益修正益 20,583

 その他 990

 特別利益合計 199,180

特別損失  

 投資有価証券売却損 137,247

 特許権評価損 171,428

 その他 30,463

 特別損失合計 339,139

税金等調整前四半期純利益 △1,131,428

法人税、住民税及び事業税 2,662

法人税等合計 2,662

四半期純利益 △1,134,091
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【訂正後】 

(2) 【四半期連結損益計算書】 

（単位：千円）

  

当第２四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

 至 平成 20 年 9 月 30 日) 

売上高 453,816

売上原価 642,450

売上総利益 △188,633

販売費及び一般管理費 728,906

営業利益 △917,539

営業外収益   

 雑収入 6,056

 その他 821

 営業外収益合計 6,877

営業外費用  

 株式交付費 280,625

 持分法による投資損失 12,036

 その他 1,796

 営業外費用合計 294,458

経常利益 △1,205,120

特別利益  

 貸倒引当金戻入額 102,001

 訴訟損失引当金戻入額 54,745

 関係会社株式交換益 20,860

 過年度損益修正益 20,583

 その他 990

 特別利益合計 199,180

特別損失  

 投資有価証券売却損 137,247

 特許権評価損 171,428

 その他 30,463

 特別損失合計 339,139

税金等調整前四半期純利益 △1,345,078

法人税、住民税及び事業税 2,662

法人税等合計 2,662

四半期純利益 △1,347,741

 
 

 

 



 15

5. 【四半期連結財務諸表】 

 (3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

 
【訂正前】 
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】  

（単位：千円）

  

当第２四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

 至 平成 20 年 9 月 30 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益 △1,131,428

 減価償却費 7,151

 株式交付費 280,625

 長期前払費用償却額 697

 のれん償却額 25,494

 特許権評価損 171,428

 持分法による投資損益（△は益） 12,036

 過年度損益修正益 △20,583

 過年度損益修正損 745

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △392,246

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △663

 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △80,000

 投資有価証券売却損益（△は益） 137,247

 関係会社株式交換損益（△は益） △20,860

 受取利息及び受取配当金 △821

 支払利息 1,423

 売上債権の増減額（△は増加） 8,112

 たな卸資産の増減額（△は増加） 37,246

 破産更生債権等の増減額（△は増加） 264,076

 仕入債務の増減額（△は減少） △7,277

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △45,240

 貸付けによる支出 △400,000

 貸付金の回収による収入 200,000

 その他 △113,413

 小計 △1,066,247

 利息及び配当金の受取額 821

 利息の支払額 △1,423

 法人税等の支払額 △3,305

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,070,154

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 △31,568

 投資有価証券の売却による収入 12,749
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（単位：千円）

  

当第２四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

 至 平成 20 年 9 月 30 日) 

 差入保証金の回収による収入 5,422

 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,396

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 長期借入金の返済による支出 △35,654

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,219,374

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,183,720

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 100,168

 現金及び現金同等物の期首残高 467,373

 
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少） 
△15,031

 現金及び現金同等物の四半期末残高 552,509
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【訂正後】 

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】  

（単位：千円）

  

当第２四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

 至 平成 20 年 9 月 30 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益 △1,345,078

 減価償却費 7,151

 株式交付費 280,625

 長期前払費用償却額 697

 のれん償却額 25,494

 特許権評価損 171,428

 持分法による投資損益（△は益） 12,036

 過年度損益修正益 △20,583

 過年度損益修正損 745

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △392,246

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △663

 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △80,000

 投資有価証券売却損益（△は益） 137,247

 関係会社株式交換損益（△は益） △20,860

 受取利息及び受取配当金 △821

 支払利息 1,423

 売上債権の増減額（△は増加） 8,112

 たな卸資産の増減額（△は増加）  250,896

 破産更生債権等の増減額（△は増加） 264,076

 仕入債務の増減額（△は減少） △7,277

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △45,240

 貸付けによる支出 △400,000

 貸付金の回収による収入 200,000

 その他 △113,413

 小計 △1,066,247

 利息及び配当金の受取額 821

 利息の支払額 △1,423

 法人税等の支払額 △3,305

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,070,154

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 △31,568

 投資有価証券の売却による収入 12,749

 差入保証金の回収による収入 5,422

 投資活動によるキャッシュ・フロー △13,396
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（単位：千円）

  

当第２四半期連結累計期間

(自 平成 20 年 4 月 1 日 

 至 平成 20 年 9 月 30 日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 長期借入金の返済による支出 △35,654

 新株予約権の行使による株式の発行による収入 1,219,374

 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,183,720

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 100,168

 現金及び現金同等物の期首残高 467,373

 
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少） 
△15,031

 現金及び現金同等物の四半期末残高 552,509
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(

5. 【四半期連結財務諸表】 

4) 継続企業の前提に関する注記 

 

【訂正前】 

 (4) 継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、前連結会計年度まで継続的に営業損失を計上しており、当第２四半期連結累計期間においても

703,889千円の営業損失を計上するとともに営業キャッシュ・フローについても継続してマイナスの状況が続いており

ます。当該状況により、継続企業の前提に関する疑義が生じております。 

当該状況を解消すべく、当社グループは現在、早期黒字化のための経営の改革途上であり、ロシア連邦における人工

島の建設事業に注力すると同時に、不採算事業の整理、固定費の圧縮と営業力強化を推し進めており、早急な財務内

容の健全化を図り、業績の回復を図ってまいります。 

財務政策につきましては、平成 20 年９月 29 日に 100,000 千円の資金調達をしており、発行済みであります新株予約

権の行使による資金調達をロシア連邦における人工島建設事業の進捗に合わせて行う予定であります。 

四半期連結財務諸表は、注文住宅事業やリフォーム・メンテナンス事業が軌道に乗り、経営計画が達成可能という前

提のもと、継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映してお

りません。 

 

【訂正後】 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、前連結会計年度まで継続的に営業損失を計上しており、当第２四半期連結累計期間においても

917,539千円の営業損失を計上するとともに営業キャッシュ・フローについても継続してマイナスの状況が続いており

ます。また、資金繰りについては新株予約権の行使による資金調達に依存しておりますが、株価の下落等の要因によ

り行使の可能性については不透明であることから、新たな資金調達が困難な状況になっております。当該状況により、

継続企業の前提に関する疑義が生じております。 

当該状況を解消すべく、当社グループは現在、早期黒字化のための経営の改革途上であり、不採算事業の整理、固定

費の圧縮と営業力強化を推し進めております。なお、ロシア連邦における人工島の建設事業に関しては、脆弱な財務

状態から脱するまで、資金の必要となるプロジェクト推進業務は一旦延期し、早急な財務内容の健全化を図り、業績

の回復を図ってまいります。 

財務政策につきましては、平成 20 年４月 25 日に 100,000 千円、平成 20 年５月 13 日に 100,000 千円、平成 20 年５月

14 日に 100,000 千円、平成 20 年５月 15 日に 800,000 千円、平成 20 年５月 19 日に 100,000 千円、平成 20 年５月 21

日に 100,000 千円、平成 20 年５月 23 日に 100,000 千円、平成 20 年９月 25 日に 100,000 千円の合計 1,500,000 千円

の資金調達をしており、発行済みであります新株予約権の行使による資金調達の実行に向けて、引き続き交渉してま

いります。 

四半期連結財務諸表は、今後注力していくリフォーム・メンテナンス事業が軌道に乗り、経営計画が達成可能という

前提のもと、継続企業を前提として作成しており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映して

おりません。 
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(

5. 【四半期連結財務諸表】 

5) セグメント情報 

 

【訂正前】 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
 当第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

 

建設 

事業 

(千円) 

不動産 

事業 

（千円） 

投資 

事業 

(千円) 

人工島建設

事業 

（千円） 

その他 

の事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高         

 (1) 外部顧客に対 

   する売上高 
448,153 750 4,913 0 0 453,816 ― 453,816

 (2) セグメント間 

   の内部売上高 

   又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― ―

計 448,153 750 4,913 0 0 453,816 ― 453,816

営業利益 

(又は営業損失) 
△ 128,061 △ 1,335 △ 45,130△ 215,949△ 4,671△ 395,149△ 308,740△ 703,889

（注）１上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

 

【訂正後】 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
 当第２四半期連結累計期間（自 平成 20 年４月１日 至 平成 20 年９月 30 日） 

 

 

建設 

事業 

(千円) 

不動産 

事業 

（千円） 

投資 

事業 

(千円) 

人工島建設

事業 

（千円） 

その他 

の事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去 

又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高         

 (1) 外部顧客に対 

   する売上高 
448,153 750 4,913 0 0 453,816 ― 453,816

 (2) セグメント間 

   の内部売上高 

   又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― ―

計 448,153 750 4,913 0 0 453,816 ― 453,816

営業利益 

(又は営業損失) 
△ 128,061 △ 214,985 △ 45,130 △ 215,949 △ 4,671 △ 608,799 △ 308,740 △ 917,539

（注）１上記の金額には、消費税は含まれておりません。 
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