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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 
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有価証券報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 
 
 

 

 当社は、本日、第 44 期有価証券報告書（自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

の訂正報告書を関東財務局に提出いたしましたので、お知らせいたします。 
 

 
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成 20年６月 30日に提出いたしました第 44期（自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月 31日）

の有価証券報告書において、記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報

告書の訂正報告書を提出するものであります。 

 

【訂正事項】 

第一部 企業情報 

  第４ 提出会社の状況 

   １ 株式等の状況 

   （１）株式の総数等 

  （２）新株予約権等の状況 

      （４）発行済株式総数、資本金等の推移 

  ２ 自己株式の取得等の状況 

   （３）株主総会決議又は取締役会議に基づかないものの内容 

   （４）取得自己株式の処理状況及び保有状況 

   ３ 配当政策  

 第５ 経理の状況 

   １ 連結財務諸表等 

   （１）連結財務諸表 

    注記事項 

   （重要な後発事象）  

  ２ 財務諸表等 

   （１）財務諸表 

    注記事項 

   （連結株主資本等変動計算書関係）  

   （重要な後発事象）  
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

 
（訂正前） 
② 【発行済株式】 

種類 
事業年度末現在 

発行数(株) 
(平成20年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成20年６月30日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 56,621,847 66,956,477 

大阪証券取引所 
市場第二部 ― 

計 56,621,847 66,956,477 ― ―  

 
（訂正後） 

種類 
事業年度末現在 

発行数(株) 
(平成20年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成20年６月30日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 56,621,847 66,956,677 

大阪証券取引所 
市場第二部 

― 

計 56,621,847 66,956,677 ― ―  

 

（訂正前） 

(2) 【新株予約権等の状況】 

②平成 20年 2 月 12 日の取締役会決議 

第８回新株予約権 事業年度末現在 
(平成20年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 705,010（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.84（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格  141.84 
資本組入額   71（注７）

 
第９回新株予約権 事業年度末現在 

(平成20年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 7,050,190（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.84（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格  141.84 
資本組入額   71（注７）

 
第10回新株予約権 事業年度末現在 

(平成20年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 7,050,190（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.84（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格  141.84 
資本組入額   71（注７）
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第11回新株予約権 事業年度末現在 
(平成20年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 7,050,190（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.84（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格  141.84 
資本組入額   71（注７）

 
第12回新株予約権 事業年度末現在 

(平成20年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 7,050,190（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.84（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格  141.84 
資本組入額   71（注７）

 
第13回新株予約権 事業年度末現在 

(平成20年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 7,050,190（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.84（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格  141.84 
資本組入額   71（注７）

 
（訂正後） 

(2) 【新株予約権等の状況】 

②平成 20年 2 月 12 日の取締役会決議 

第８回新株予約権 事業年度末現在 
(平成20年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 705,210（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.8（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格   141.8 
資本組入額   71（注７）

 
第９回新株予約権 事業年度末現在 

(平成20年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 7,052,100（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.8（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格   141.8 
資本組入額   71（注７）

 
第10回新株予約権 事業年度末現在 

(平成20年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 7,052,100（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.8（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格   141.8 
資本組入額   71（注７）
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第11回新株予約権 事業年度末現在 

(平成20年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 7,052,100（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.8（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格   141.8 
資本組入額   71（注７）

 
第12回新株予約権 事業年度末現在 

(平成20年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 7,052,100（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.8（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格   141.8 
資本組入額   71（注７）

 
第13回新株予約権 事業年度末現在 

(平成20年３月31日) 
提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日) 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 7,407,400（注３） 7,052,100（注３）

新株予約権の行使時の払込金額(円) 135.0（注４） 141.8（注４）

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   135.0  
資本組入額   68（注７）

発行価格   141.8 
資本組入額   71（注７）

 
 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（訂正前） 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 

(株) 

資本金増減額
 

(千円) 

資本金残高
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成20年4月25日
～ 
平成20年5月23日 
（注３６） 

10,334,630 66,956,477 705,677 5,354,158 705,677 2,778,520   

 
（訂正後） 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 

(株) 

資本金増減額
 

(千円) 

資本金残高
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成20年4月25日
～ 
平成20年5月23日 
（注３６） 

10,334,830 66,956,677 705,677 5,354,158 705,677 2,778,520   

 
 
２ 【自己株式の取得等の状況】 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 
会社法第 155 条第 7号による普通株式の取得 
（訂正前） 

区分 株式数(株） 価額の総額(千円) 

当事業年度における取得自己株式 51 0 

当期間における取得自己株式 ― ― 
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（訂正後） 
区分 株式数(株） 価額の総額(千円) 

当事業年度における取得自己株式 51 0 

当期間における取得自己株式 7 ― 

 
 
 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】  

（訂正前） 
当事業年度 当期間 

区分 
株式数(株) 処分価額の総額

    (円) 
株式数(株) 処分価額の総額

    (円) 

保有自己株式数 326 ―   ―  

 
（訂正後） 

当事業年度 当期間 
区分 

株式数(株) 処分価額の総額
    (円) 株式数(株) 処分価額の総額

    (円) 

保有自己株式数 326 ― 333 ―  

 
 
３ 【配当政策】 

（訂正前） 
当社は、株主各位の利益を経営の最重要課題であると認識し、安定的な配当の継続を勘案しながら業

績に応じた利益還元を基本方針としております。当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年

２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会で

あります。当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績並びに厳しい経営環境を鑑み、無配とさせ

ていただきました。 

 
（訂正後） 
当社は、株主各位の利益を経営の最重要課題であると認識し、安定的な配当の継続を勘案しながら業績

に応じた利益還元を基本方針としております。当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回

を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会でありま

す。当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績並びに厳しい経営環境を鑑み、無配とさせていただ

きました。 

 なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることが出来る旨を定款で定めております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―5― 



  

第５ 経理の状況 

１ 【連結財務諸表等】 

   （連結株主資本等変動計算書関係）  

    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） 

    ３ 新株予約権等に関する事項 

（訂正前） 

目的となる株式の数(千株) 
会社名 内訳 目的となる

株式の種類 前連結 
会計年度末

増加 減少 当連結 
会計年度末 

当連結会計
年度末残高
(千円) 

合計 279,038 207,900 360,637 85,185 93,265 

 
（訂正後） 

目的となる株式の数(千株) 
会社名 内訳 目的となる

株式の種類 前連結 
会計年度末

増加 減少 当連結 
会計年度末 

当連結会計
年度末残高
(千円) 

合計 279,038 207,900 360,637 85,186 93,265 

 
 
（重要な後発事象） 

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) 

（訂正前） 

        ・平成 20 年５月 23 日 新株予約権の数                  10 個  

                発行する株式の種類及び数  普通株式    705,010株  

              １株当たり払込金額              141.84円  

                            合計払込金額              100,000,000 円  

                            新株予約権の発行価額             811,000 円  

                            増加した資本金               50,405,500 円  

                            増加した資本準備金             50,405,500 円  

 

(訂正後) 

        ・平成 20 年５月 23 日 新株予約権の数                  10 個  

                発行する株式の種類及び数  普通株式    705,210株  

              １株当たり払込金額               141.8円  

                            合計払込金額              100,000,000 円  

                            新株予約権の発行価額             811,000 円  

                            増加した資本金               50,405,500 円  

                            増加した資本準備金             50,405,500 円  

 

（重要な後発事象） 

当事業年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

（訂正前） 

        ・平成 20 年５月 23 日 新株予約権の数                  10 個  

                発行する株式の種類及び数  普通株式    705,010株  

              １株当たり払込金額              141.84円  

                            合計払込金額              100,000,000 円  

                            新株予約権の発行価額             811,000 円  

                            増加した資本金               50,405,500 円  

                            増加した資本準備金             50,405,500 円  
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(訂正後) 

        ・平成 20 年５月 23 日 新株予約権の数                  10 個  

                発行する株式の種類及び数  普通株式    705,210株  

              １株当たり払込金額               141.8円  

                            合計払込金額              100,000,000 円  

                            新株予約権の発行価額             811,000 円  

                            増加した資本金               50,405,500 円  

                            増加した資本準備金             50,405,500 円  

 

 

以上 
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