
 

  平成 20 年 12 月 18 日 

各 位 

東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 １ 番 28 号 

虎ノ門タワーズオフィス 

フ ィ ン テ ッ ク  グ ロ ー バ ル 株 式 会 社 

代 表 取 締 役 社 長  玉  井   信  光  

（コード番号：8789 東証マザーズ） 

問合せ先：経営戦略本部 財務部長 鷲 本 晴 吾  

    電 話 番 号 ： （ 03） 5733-2121  
 

 

（訂正）｢平成 20 年９月期 決算短信｣の一部訂正について 
 

平成 20年 11月 14日に発表しました｢平成 20年９月期 決算短信｣に一部誤りがございました

ので、訂正いたします。 
 

記 
（訂正箇所には下線を付しております） 

 

１． １頁 １．20 年９月期の連結業績  (3)連結キャッシュ・フローの状況 

    

（訂正前） 

 
（訂正後）                                      

 

２．５頁 １．経営成績 (2)財政状況に関する分析  ＜キャッシュ・フロー＞ 

（訂正前） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は、11,759 百万円（前連結会計年度は 7,150 百万円の減少）となりました。これは

主に、有価証券の増加により 2,690 百万円、新規連結子会社の取得による支出により 11,988 百万円減少したも

のの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入により 2,472 百万円増加したことによるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動による資金の減少は、7,084 百万円（前連結会計年度は 15,018 百万円の増加）となりました。 
これは主に、長期借入金の返済による支出により 10,667 百万円減少したものの、短期借入金の純増により 3,292
百万円増加したことによるものです。 

 
 

（訂正後） 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は、12,099 百万円（前連結会計年度は 7,150 百万円の減少）となりました。これは

主に、有価証券の増加により 3,031 百万円、新規連結子会社の取得による支出により 11,988 百万円減少したも

のの、連結の範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入により 2,472 百万円増加したことによるものです。 

 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 

 

20年９月期 

19年９月期 

百万円 

13,155 

△10,000 

百万円 

△11,759 

△7,150 

百万円 

△7,084 

15,018 

百万円 

9,500 

15,163 

 
 

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 

 

20年９月期 

19年９月期 

百万円 

13,155 

△10,000 

百万円 

△12,099 

△7,150 

百万円 

△6,743 

15,018 

百万円 

9,500 

15,163 



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動による資金の減少は、6,743 百万円（前連結会計年度は 15,018 百万円の増加）となりました。 
これは主に、長期借入金の返済による支出により 10,667 百万円減少したものの、短期借入金の純増により 3,292
百万円増加したことによるものです。 
 
３．21頁 ４．連結財務諸表 （4）連結キャッシュ・フロー計算書 

（投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フロー） 

（訂正前） 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日

 至 平成19年９月30日）

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30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  △100,000 △1,100,000 △1,000,000

   有形固定資産の取得による支出  △293,346 △371,610 △78,264

   投資有価証券の取得による支出  △1,734,957 － 1,734,957

   有価証券の増減額  － △2,690,564 △2,690,564

   投資有価証券の売却による収入  2,901,162 923,494 △1,977,668

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式

売却による収入 
 － 2,472,536 2,472,536

   出資金の取得による支出  △5,000 △37,000 △32,000

   金銭の信託の増加による支出  △590,890 － 590,890

   敷金保証金等への支出  △182,485 △20,728 161,756

   敷金保証金の回収による収入  102,283 54,686 △47,597

   新規連結子会社の取得による支出 ※2 △7,452,020 △11,988,435 △4,536,414

   その他  204,660 998,574 793,913

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △7,150,593 △11,759,048 △4,608,455

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   短期借入金の純増減額  8,121,200 3,292,445 △4,828,754

   長期借入による収入  13,938,000 1,000,000 △12,938,000

   長期借入金の返済による支出  △7,577,581 △10,667,570 △3,089,989

   社債の発行による収入  22,058,180 － △22,058,180

   株式の発行による収入  107,970 27,106 △80,863

   少数株主からの払込による収入  424,115 667,499 243,383

   配当金の支払額  △1,829,183 △1,063,195 765,987

   社債の償還による支出  △20,200,000 － 20,200,000

   その他  △24,158 △340,872 △316,713

   財務活動によるキャッシュ・フロー  15,018,543 △7,084,587 △22,103,130

 



（訂正後） 

  

前連結会計年度 

(自 平成18年10月１日

 至 平成19年９月30日)

当連結会計年度 

(自 平成19年10月１日 

 至 平成20年９月30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  － △1,100,000 △1,000,000

   有形固定資産の取得による支出  △293,346 △371,610 △78,264

   投資有価証券の取得による支出  △1,734,957 － 1,734,957

   有価証券の増減額 ※3 － △3,031,436 △3,031,436

   投資有価証券の売却による収入  2,901,162 923,494 △1,977,668

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式

売却による収入 
 － 2,472,536 2,472,536

   出資金の取得による支出  △5,000 △37,000 △32,000

   金銭の信託の増加による支出  △590,890 － 590,890

   敷金保証金等への支出  △182,485 △20,728 161,756

   敷金保証金の回収による収入  102,283 54,686 △47,597

   新規連結子会社の取得による支出 ※2 △7,452,020 △11,988,435 △4,536,414

   その他  204,660 998,574 793,913

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △7,150,593 △12,099,920 △4,949,327

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

   短期借入金の純増減額  8,121,200 3,292,445 △4,828,754

   長期借入による収入  13,938,000 1,000,000 △12,938,000

   長期借入金の返済による支出  △7,577,581 △10,667,570 △3,089,989

   社債の発行による収入  22,058,180 － △22,058,180

   株式の発行による収入  107,970 27,106 △80,863

   少数株主からの払込による収入  424,115 667,499 243,383

   配当金の支払額  △1,829,183 △1,063,195 765,987

   社債の償還による支出  △20,200,000 － 20,200,000

   その他  △24,158 － 24,158

   財務活動によるキャッシュ・フロー  15,018,543 △6,743,715 △21,762,258

 

 

 

以 上 


