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平成 21 年５月 19 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) 

 

（追加及び修正）「平成 21 年３月期決算短信」の一部追加及び修正に関するお知らせ 

 

当社が、平成 21 年５月 15 日に発表いたしました「平成 21 年３月期決算短信」につきまして、下

記のとおり一部追加及び修正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
１． 追加及び修正事項 

 

「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」に（次期の見通し）を、「１．経営成績（２）財政

状態に関する分析」に（資産，負債，純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析）（増減

の状況およびその主な要因）および（次期の見通し）をそれぞれ下記のとおり追加し、併せて「１．

経営成績（２）財政状態に関する分析 (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移」の表中数値

を一部修正いたしました。 

 

２． 追加及び修正内容 

 

（追加及び修正前） 

1. 経営成績 

(１) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題や米国大手証券会社の

破綻等に端を発した金融危機に伴う円高・株安等を背景に、企業収益は大幅に悪化するなど厳し

い経済状況下にあります。 

 当社グループの建設業界におきましても、公共建設投資が低調に推移し、民間企業においては、

設備投資の延期や中止といった慎重な姿勢がみられ、また、個人消費も低迷するなど、当社グル

ープの受注環境は厳しい状況となっております。 

 このような状況のもと、当社グループは当連結会計年度において、経営資源の効率化を図るた

め、当社の子会社である株式会社ＨＷジャパン並びに露日物産株式会社を清算いたしました。ま

た、当社グループの早期黒字化に向け、子会社であります株式会社ＴＧＡハウジングの横浜支店

を閉鎖するなどの固定費の圧縮を行い、平行して営業力の質的強化も推進してまいりました。そ

の結果、当社グループの営業損失は前連結会計年度に比べ、大幅に縮小し、売上高は増加となり

ました。売上高は、877 百万円（前年同期比 6.1％増）、営業損失は 1,467 百万円、経常損失は 1,839

百万円、当期純損失は 2,126 百万円という結果になりました。 
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(２) 財政状態に関する分析 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 17年３月期平成18年３月期平成19年３月期平成20年３月期平成21年３月期

自己資本比率 6.7％ 23.5％ 42.9％ 46.7％ 30.4％

時価ベースの自己資本比率 386.8％ 101.7％ 59.5％ 880.9％ 155.45％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ 

― ― ― ― ―

 

 
 
（追加及び修正後） 

1. 経営成績 

(１) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題や米国大手証券会社の

破綻等に端を発した金融危機に伴う円高・株安等を背景に、企業収益は大幅に悪化するなど厳し

い経済状況下にあります。 

 当社グループの建設業界におきましても、公共建設投資が低調に推移し、民間企業においては、

設備投資の延期や中止といった慎重な姿勢がみられ、また、個人消費も低迷するなど、当社グル

ープの受注環境は厳しい状況となっております。 

 このような状況のもと、当社グループは当連結会計年度において、経営資源の効率化を図るた

め、当社の子会社である株式会社ＨＷジャパン並びに露日物産株式会社を清算いたしました。ま

た、当社グループの早期黒字化に向け、子会社であります株式会社ＴＧＡハウジングの横浜支店

を閉鎖するなどの固定費の圧縮を行い、平行して営業力の質的強化も推進してまいりました。そ

の結果、当社グループの営業損失は前連結会計年度に比べ、大幅に縮小し、売上高は増加となり

ました。売上高は、877 百万円（前年同期比 6.1％増）、営業損失は 1,467 百万円、経常損失は 1,839

百万円、当期純損失は 2,126 百万円という結果になりました。 

 

（連結各セグメントの状況） 

①建設事業 

当事業におきましては、今まで主要事業であった戸建て住宅の建設を縮小し、リフォーム及び

メンテナンス事業、給排水管工事事業を主軸とし、集合住宅の総合メンテナンスを推進すること

で収益力の改善を図っております。 

また、収益を生む事業へ変貌すべく、平行して営業力の強化を目的とした組織改革を行ってま

いりました。 

これらの結果、当事業の売上高は 766 百万円、営業損失は 224 百万円となりました。 

 

②不動産事業 

当事業におきましては、当連結会計期間において保有していた販売用不動産を売却いたしまし

たが、大幅な価格の下落に伴い多大な評価損失を計上することとなりました。 

これらの結果、当事業の売上高は 95 百万円、営業損失は 216 百万円となりました。 
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③

 

投資事業 

当事業におきましては、回収可能性の判断基準を高く設定し、それらをクリアする新規投資案

件を実施しました。 

これらの結果、当事業の売上高は 15 百万円、営業利益は 3百万円となりました。 

 

④人工島建設事業 

当事業におきましては、ロシア連邦ソチ市における人工島建設プロジェクトを推進しておりま

すが、資金調達の遅れから、一部延期しております。現在の経済情勢を鑑み、当プロジェクトの

見直しを行い、投資効率の 大化を優先する方針で検討を行っております。 

これらの結果、当連結会計期間において売上高はございません。なお、営業損失は 419 百万円

となっております。 

 

⑤その他の事業 

当事業におきましては、当社グループの経営資源を主な事業である建設事業及び人工島建設事

業へ集約したこと、株式会社ＨＷジャパンを清算したことにより、当事業に属する事業は無くな

りました。今後は、当社グループへの利益貢献への確実性を検討し、確実性が高いと判断できる

事業のみを推進していく所存でございます。 

これらの結果、当連結会計期間において売上高はございません。なお、営業損失は５百万円と

なっております。 

 

（次期の見通し） 

今後のわが国経済は世界的な金融不安や先進国の需要の急減などを背景に、当面厳しい局面が

続くものと予想され先行きは楽観できるものではありません。 

当社グループの属する建設業界におきましても、価格競争の激化、消費の冷え込みといった厳

しい状況が続くものと思われます。 

このような環境下、当社グループといたしましては固定費の圧縮はほぼ完了するに至りました

ので、今後は売上高の拡大を 優先課題と位置づけ、市場の変化、競争環境の変化に対応できる

柔軟な組織造りを行い、赤字体質からの早期脱却を目指します。 

当社が発表日現在入手している情報に基づき算出した平成 22 年３月期の連結業績見通しは、

連結売上高 1,234 百万円、営業損失 544 百万円、経常損失 738 百万円、当期純損失 741 百万円と

いたします。 

また、個別業績見通しの売上高に関しましては、子会社に対する経営指導料等を当期（平成 21

年３月期）第２四半期まで計上しておりましたが、回収実績および回収可能性が低いため、売上

高の計上は見込んでおりません。 

なお、人工島事業につきまして、現在、当事業を一旦延期しており、当社の財政状態が安定し

た後、再開する予定としておりますため、通期の業績予想に当事業の売上高及び費用を見込んで

おりません。再開する事が決定した際には、改めて連結業績予想及び個別業績予想の修正の公表

をさせていただきます。 
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(２) 財政状態に関する分析 

 ①総資産および純資産の状況 

当連結会計年度における総資産は 594 百万円の減少となりました。 

流動資産につきましては 539 百万円の減少となり、その内訳は、現金及び預金が 134 百万円減

少、営業未収入金が 87 百万円減少、販売用不動産が 296 百万円減少、未成工事支出金等が 89 百

万円減少、営業貸付金が 42 百万円増加、未収消費税等が 49 百万円増加などによるものでありま

す。 

固定資産につきましては 55 百万円の減少となり、その内訳は、のれんが 164 百万円減少、破

産更生債権等が 428 百万円減少、供託金が 46 百万円増加、長期性預金が 100 百万円増加、貸倒

引当金が 430 百万円減少したことなどによるものであります。 

当連結会計年度における純資産は 430 百万円の減少となりました。 

資本金につきましては新株予約権の行使により 856 百万円増加しております。 

資本剰余金につきましては 1,215 百万円の減少となり、その内訳は、利益剰余金への振替によ

り 2,072 百万円が減少、新株予約権の行使により 856 百万円増加であります。 

利益剰余金につきましては 52 百万円の減少となり、その内訳は、資本剰余金からの振替によ

り 2,072 百万円が増加、当期純損失により 2,126 百万円が減少などによるものであります。 

新株予約権につきましては、その行使により 13 百万円の減少となっております。 

この結果、当連結会計年度の自己資本比率は 30.4％となり、前連結会計年度末より 16.3％下

降いたしました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、『資金』という）は 332 百万円となり

ました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、当連結会計年度において資金の減少は 1,402 百万円となりました。これは主

に税金等調整前当期損失が 2,121 百万円発生、特許権評価損が 171 百万円発生、貸倒引当金が 433

百万円減少、投資有価証券売却益が 137 百万円発生、株式交付費が 363 百万円発生、たな卸資産

が 353 百万円減少、破産更生債権等が 256 百万円減少、営業貸付金が 400 百万円発生、貸付金の

回収による収入が 465 百万円発生、長期性預金の差入による支出が 100 百万円発生したことなど

によるものであります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、当連結会計年度において資金の減少は 10 百万円となりました。これは主に

有形固定資産の取得が 27 百万円発生、投資有価証券の売却による収入が 12 百万円発生、差入保

証金の回収による収入が 9百万円発生したことなどによるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、当連結会計年度において資金の増加は 1,293 百万円となりました。これは主

に新株予約権の行使による株式の発行による収入が 1,336 百万円発生、長期借入金の返済による

支出が 43 百万円発生したことなどによるものであります。 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 17年３月期平成18年３月期平成19年３月期平成20年３月期平成21年３月期

自己資本比率 6.7％ 23.5％ 42.9％ 46.7％ 30.4％

時価ベースの自己資本比率 386.8％ 101.7％ 59.5％ 880.9％ 155.5％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ 

― ― ― ― ―

 

※自己資本比率：自己資本／総資産 

※時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

（注 1）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注 2）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注 3）キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャ

ッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。 

 

以 上 


	(１) 経営成績に関する分析
	(１) 経営成績に関する分析
	（次期の見通し）
	(２) 財政状態に関する分析
	　①総資産および純資産の状況
	②キャッシュ・フローの状況

