
平成 21 年５月 26 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月期決算短信」の一部訂正について 

 

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」の記載内容の一部に誤

りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は下線を付して表示して

おります。 

 

記 

 

訂正箇所 

２ページ １.21 年３月期の個別業績（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日）（1）個別

経営成績 

 

【訂正前】  

（％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 ％

21 年３月期 13 △43.1 △1,037 ― △1,531 ― △1,795 ― 

20 年３月期 23 △95.6 △6,325 ― △6,351 ― △5,524 ― 

 

 

【訂正後】 

（％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 ％

21 年３月期 13 △43.1 △1,037 ― △1,394 ― △1,795 ― 

20 年３月期 23 △95.6 △6,325 ― △6,351 ― △5,524 ― 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,575,637 4,648,481 

当期変動額 

新株の発行 2,072,843 856,893 

当期変動額合計 2,072,843 856,893 

当期末残高 4,648,481 5,505,374 

資本剰余金 

前期末残高 2,081,831 2,072,843 

当期変動額 

新株の発行 2,072,843 856,893 

その他資本剰余金からその他利益剰余金
への振替

△2,081,831 △2,072,843 

当期変動額合計 △8,988 △1,215,949 

当期末残高 2,072,843 856,893 

利益剰余金 

前期末残高 △2,961,795 △6,055,893 

当期変動額 

当期純利益 △5,150,720 △2,126,609 

資本剰余金から利益剰余金への振替 2,081,831 2,072,843 

連結の除外による減少 △25,209 1,113 

当期変動額合計 △3,094,098 △52,652 

当期末残高 △6,055,893 △6,108,545 

自己株式 

前期末残高 △4,740 △4,741 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △4,741 △4,742 

株主資本合計 

前期末残高 1,690,933 660,689 

当期変動額 

新株の発行 4,145,686 1,713,787 

当期純利益 △5,150,720 △2,126,609 

自己株式の取得 △0 △0 

連結の除外による増加（減少（△）） △25,209 1,113 

当期変動額合計 △1,030,243 △411,709 

当期末残高 660,689 248,979 

13ページ～14ページ　４．連結財務諸表　（3）連結株主資本等変動計算書 
【訂正前】
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

新株予約権 

前期末残高 2,890 93,265 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90,375 △13,787 

当期変動額合計 90,375 △13,787 

当期末残高 93,265 79,478 

少数株主持分 

前期末残高 113 5,076 

当期変動額 

連結の除外による減少 △113 △5,076 

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 5,076 － 

当期変動額合計 4,963 △5,076 

当期末残高 5,076 － 

純資産合計 

前期末残高 1,693,937 759,031 

当期変動額 

新株の発行 4,145,686 1,700,000 

当期純損失（△） △5,150,720 △2,126,609 

自己株式の取得 △0 △0 

連結の除外による減少 △25,323 △3,963 

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 5,076 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90,375 － 

当期変動額合計 △934,905 △430,573 

当期末残高 759,031 328,457 
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,575,637 4,648,481 

当期変動額 

新株の発行 2,072,843 856,893 

当期変動額合計 2,072,843 856,893 

当期末残高 4,648,481 5,505,374 

資本剰余金 

前期末残高 2,081,831 2,072,843 

当期変動額 

新株の発行 2,072,843 856,893 

資本剰余金から利益剰余金への振替 △2,081,831 △2,072,843 

当期変動額合計 △8,988 △1,215,949 

当期末残高 2,072,843 856,893 

利益剰余金 

前期末残高 △2,961,795 △6,055,893 

当期変動額 

当期純利益 △5,150,720 △2,126,609 

資本剰余金から利益剰余金への振替 2,081,831 2,072,843 

連結の除外による減少 △25,209 1,113 

当期変動額合計 △3,094,098 △52,652 

当期末残高 △6,055,893 △6,108,545 

自己株式 

前期末残高 △4,740 △4,741 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △4,741 △4,742 

株主資本合計 

前期末残高 1,690,933 660,689 

当期変動額 

新株の発行 4,145,686 1,713,787 

当期純利益 △5,150,720 △2,126,609 

自己株式の取得 △0 △0 

連結の除外による増加（減少（△）） △25,209 1,113 

当期変動額合計 △1,030,243 △411,709 

当期末残高 660,689 248,979 

 
【訂正後】
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(単位：千円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

新株予約権 

前期末残高 2,890 93,265 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90,375 △13,787 

当期変動額合計 90,375 △13,787 

当期末残高 93,265 79,478 

少数株主持分 

前期末残高 113 5,076 

当期変動額 

連結の除外による減少 △113 △5,076 

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 5,076 － 

当期変動額合計 4,963 △5,076 

当期末残高 5,076 － 

純資産合計 

前期末残高 1,693,937 759,031 

当期変動額 

新株の発行 4,145,686 1,700,000 

当期純損失（△） △5,150,720 △2,126,609 

自己株式の取得 △0 △0 

連結の除外による減少 △25,323 △3,963 

連結子会社の増加による少数株主持分の増減 5,076 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90,375 － 

当期変動額合計 △934,905 △430,573 

当期末残高 759,031 328,457 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 398,666 309,444 

営業未収入金 513 315 

前渡金 416 － 

前払費用 3,508 24,049 

未収消費税等 11,337 44,091 

関係会社短期貸付金 100,000 37,000 

未収入金 27,068 － 

その他 500 3,216 

貸倒引当金 △363 △76 

流動資産合計 541,647 418,041 

固定資産 

有形固定資産 

建物 6,190 0 

減価償却累計額 △2,034 － 

建物（純額） 4,155 0 

工具、器具及び備品 8,833 10,246 

減価償却累計額 △3,355 △6,771 

工具、器具及び備品（純額） 5,478 3,475 

有形固定資産合計 9,634 3,475 

無形固定資産 

ソフトウエア 8,735 7,169 

無形固定資産合計 8,735 7,169 

投資その他の資産 

関係会社株式 195,000 － 

長期貸付金 13,622 12,163 

破産更生債権等 4,978,954 5,046,616 

差入保証金 73,576 72,496 

供託金 － 43,110 

長期性預金 － 100,940 

その他 2,159 100 

貸倒引当金 △4,981,066 △5,046,616 

投資その他の資産合計 282,247 228,811 

固定資産合計 300,616 239,455 

資産合計 842,264 657,497 

41ページ～42ページ　５．個別財務諸表　（1）貸借対照表 
【訂正前】
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

未払金 133,608 60,850 

未払費用 14,586 13,442 

未払法人税等 11,748 2,901 

未成工事受入金 8,850 － 

預り金 3,262 2,516 

前受金 － 200 

流動負債合計 172,056 79,909 

固定負債 

退職給付引当金 3,028 － 

長期預り保証金 19,790 19,090 

訴訟損失引当金 94,577 101,434 

固定負債合計 117,395 120,524 

負債合計 289,452 200,434 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,648,481 5,505,374 

資本剰余金 

資本準備金 2,072,843 856,893 

資本剰余金合計 2,072,843 856,893 

利益剰余金 

繰越利益剰余金 △6,257,036 △5,979,941 

利益剰余金合計 △6,257,036 △5,979,941 

自己株式 △4,741 △4,742 

株主資本合計 459,546 377,584 

新株予約権 93,265 79,478 

純資産合計 552,811 457,062 

負債純資産合計 842,264 657,497 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 398,666 309,444 

営業未収入金 513 315 

前渡金 416 － 

前払費用 3,508 24,049 

未収消費税等 11,337 44,091 

関係会社短期貸付金 100,000 37,000 

未収入金 27,068 － 

その他 500 3,216 

貸倒引当金 △363 △76 

流動資産合計 541,647 418,041 

固定資産 

有形固定資産 

建物 6,190 0 

減価償却累計額 △2,034 － 

建物（純額） 4,155 0 

工具、器具及び備品 8,833 10,246 

減価償却累計額 △3,355 △6,771 

工具、器具及び備品（純額） 5,478 3,475 

有形固定資産合計 9,634 3,475 

無形固定資産 

ソフトウエア 8,735 7,169 

無形固定資産合計 8,735 7,169 

投資その他の資産 

関係会社株式 195,000 － 

長期貸付金 13,622 12,163 

破産更生債権等 4,978,954 5,046,616 

差入保証金 73,576 72,496 

供託金 － 43,110 

長期性預金 － 100,940 

その他 2,159 100 

貸倒引当金 △4,981,066 △5,046,616 

投資その他の資産合計 282,247 228,811 

固定資産合計 300,616 239,455 

資産合計 842,264 657,497 

 
【訂正後】
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

未払金 133,608 60,850 

未払費用 14,586 13,442 

未払法人税等 11,748 2,901 

未成工事受入金 8,850 － 

預り金 3,262 2,516 

前受金 － 200 

流動負債合計 172,056 79,909 

固定負債 

退職給付引当金 3,028 － 

長期預り保証金 19,790 19,090 

訴訟損失引当金 94,577 101,434 

固定負債合計 117,395 120,524 

負債合計 289,452 200,434 

純資産の部 

株主資本 

資本金 4,648,481 5,505,374 

資本剰余金 

資本準備金 2,072,843 856,893 

資本剰余金合計 2,072,843 856,893 

利益剰余金 

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △6,257,036 △5,979,941 

利益剰余金合計 △6,257,036 △5,979,941 

自己株式 △4,741 △4,742 

株主資本合計 459,546 377,584 

新株予約権 93,265 79,478 

純資産合計 552,811 457,062 

負債純資産合計 842,264 657,497 
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高

投融資収入 1,900 919

コンサルティング収入 21,900 12,600

売上高合計 23,800 13,519

売上原価

投融資原価 5,474,743 －

その他売上原価 － －

売上原価合計 5,474,743 －

売上総利益又は売上総損失（△）

投融資総損失 △5,472,842 －

その他売上総利益 21,900 13,519

売上総利益又は売上総損失（△）合計 △5,450,942 13,519

販売費及び一般管理費 874,331 1,050,797

営業損失（△） △6,325,273 △1,037,278

営業外収益

受取利息 1,136 1,241

受取賃貸料 4,125 5,427

雑収入 1,642 466

営業外収益合計 6,905 7,136

営業外費用

支払利息 26,958 7

為替差損 57 336

訴訟和解金 6,000 －

株式交付費 － 363,316

投資有価証券売却損 － 137,247

雑損失 0 32

営業外費用合計 33,016 500,939

経常損失（△） △6,351,384 △1,531,081

特別利益

過年度損益修正益 3,782 19,750

訴訟損失引当金戻入額 － 68,822

投資用不動産売却益 1,450,595 －

貸倒引当金戻入額 18,345 72,786

退職給付引当金戻入額 － 1,440

特別利益合計 1,472,723 162,800

43ページ～44ページ　５．個別財務諸表　（２）損益計算書 
【訂正前】
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

特別損失 

固定資産除却損 － 3,299

訴訟損失引当金繰入額 94,577 100,934

投資用不動産諸費用 489,912 －

減損損失 － 20,787

貸倒損失 － 2,500

貸倒引当金繰入額 － 262,050

長期前払費用償却 60,000 －

過年度損益修正損 － 496

関係会社株式評価損 － 6,184

投資有価証券評価損 － 30,003

特別損失合計 644,489 426,256

税金等調整前当期純損失（△） △5,523,150 △1,794,537

法人税、住民税及び事業税 950 1,210

当期純損失（△） △5,524,100 △1,795,747
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

投融資収入 1,900 919 

コンサルティング収入 21,900 12,600 

売上高合計 23,800 13,519 

売上原価 

投融資原価 5,474,743 － 

その他売上原価 － － 

売上原価合計 5,474,743 － 

売上総利益又は売上総損失（△） 

投融資総損失 △5,472,842 － 

その他売上総利益 21,900 13,519 

売上総利益又は売上総損失（△）合計 △5,450,942 13,519 

販売費及び一般管理費 874,331 1,050,797 

営業損失（△） △6,325,273 △1,037,278 

営業外収益 

受取利息 1,136 1,241 

受取賃貸料 4,125 5,427 

雑収入 1,642 466 

営業外収益合計 6,905 7,136 

営業外費用 

支払利息 26,958 7 

為替差損 57 336 

訴訟和解金 6,000 － 

株式交付費 － 363,316 

雑損失 0 32 

営業外費用合計 33,016 363,691

経常損失（△） △6,351,384 △1,393,833

特別利益 

過年度損益修正益 3,782 19,750 

訴訟損失引当金戻入額 － 68,822 

投資用不動産売却益 1,450,595 － 

貸倒引当金戻入額 18,345 72,786 

退職給付引当金戻入額 － 1,440 

特別利益合計 1,472,723 162,800 

 
【訂正後】
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別損失 

固定資産除却損 － 3,299 

訴訟損失引当金繰入額 94,577 100,934 

投資用不動産諸費用 489,912 － 

減損損失 － 20,787 

貸倒損失 － 2,500 

貸倒引当金繰入額 － 262,050 

長期前払費用償却 60,000 － 

過年度損益修正損 － 496 

関係会社株式評価損 － 5,000

関係会社株式交換損 － 30,003 

投資有価証券売却損 － 137,247

関係会社株式清算損 － 1,184

特別損失合計 644,489 563,503

税引前当期純損失（△） △5,523,150 △1,794,537 

法人税、住民税及び事業税 950 1,210 

当期純損失（△） △5,524,100 △1,795,747 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,575,637 4,648,481 

当期変動額 

新株の発行 2,072,843 856,893 

当期変動額合計 2,072,843 856,893 

当期末残高 4,648,481 5,505,374 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,837,234 2,072,843 

当期変動額 

新株の発行 2,072,843 856,893 

資本準備金からその他資本剰余金への振替 △1,837,234 △2,072,843 

当期変動額合計 235,609 △1,215,949 

当期末残高 2,072,843 856,893 

その他資本剰余金 

前期末残高 244,597 － 

当期変動額 

資本準備金からその他資本剰余金への振替 1,837,234 2,072,843 

その他資本剰余金からその他利益剰余金へ
の振替

△2,081,831 △2,072,843 

当期変動額合計 △244,597 － 

当期末残高 － － 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,081,831 2,072,843 

当期変動額 

新株の発行 2,072,843 856,893 

その他資本剰余金からその他利益剰余金へ
の振替

△2,081,831 △2,072,843 

当期変動額合計 △8,988 △1,215,949 

当期末残高 2,072,843 856,893 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △2,814,768 △6,257,036 

当期変動額 

当期純利益 △5,524,100 △1,795,747 

その他資本剰余金からその他利益剰余金へ
の振替

2,081,831 2,072,843 

当期変動額合計 △3,442,268 277,095 

当期末残高 △6,257,036 △5,979,941 

利益剰余金合計 

前期末残高 △2,814,768 △6,257,036 

45ページ～46ページ　５．個別財務諸表　（3）株主資本等変動計算書 
【訂正前】
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期変動額 

当期純損失（△） △5,524,100 △1,795,747 

その他資本剰余金からその他利益剰余
金への振替

2,081,831 2,072,843 

当期変動額合計 △3,442,268 277,095 

当期末残高 △6,257,036 △5,979,941 

自己株式 

前期末残高 △4,740 △4,741 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △4,741 △4,742 

株主資本合計 

前期末残高 1,837,960 459,546 

当期変動額 

新株の発行 4,145,686 1,713,787 

当期純利益 △5,524,100 △1,795,747 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △1,378,414 △81,961 

当期末残高 459,546 377,584 

新株予約権 

前期末残高 2,890 93,265 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90,375 △13,787 

当期変動額合計 90,375 △13,787 

当期末残高 93,265 79,478 

純資産合計 

前期末残高 1,840,850 552,811 

当期変動額 

新株の発行 4,145,686 1,713,787 

当期純利益 △5,524,100 △1,795,747 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90,375 △13,787 

当期変動額合計 △1,288,039 △95,748 

当期末残高 552,811 457,062 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 2,575,637 4,648,481 

当期変動額 

新株の発行 2,072,843 856,893 

当期変動額合計 2,072,843 856,893 

当期末残高 4,648,481 5,505,374 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,837,234 2,072,843 

当期変動額 

新株の発行 2,072,843 856,893 

資本準備金からその他資本剰余金への振替 △1,837,234 △2,072,843 

当期変動額合計 235,609 △1,215,949 

当期末残高 2,072,843 856,893 

その他資本剰余金 

前期末残高 244,597 － 

当期変動額 

資本準備金からその他資本剰余金への振替 1,837,234 2,072,843 

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への
振替

△2,081,831 △2,072,843 

当期変動額合計 △244,597 － 

当期末残高 － － 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,081,831 2,072,843 

当期変動額 

新株の発行 2,072,843 856,893 

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への
振替

△2,081,831 △2,072,843 

当期変動額合計 △8,988 △1,215,949 

当期末残高 2,072,843 856,893 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △2,814,768 △6,257,036 

当期変動額 

当期純利益 △5,524,100 △1,795,747 

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への
振替

2,081,831 2,072,843 

当期変動額合計 △3,442,268 277,095 

当期末残高 △6,257,036 △5,979,941 

利益剰余金合計 

前期末残高 △2,814,768 △6,257,036 

 
【訂正後】
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期変動額 

当期純損失（△） △5,524,100 △1,795,747 

その他資本剰余金から繰越利益剰余金
への振替

2,081,831 2,072,843 

当期変動額合計 △3,442,268 277,095 

当期末残高 △6,257,036 △5,979,941 

自己株式 

前期末残高 △4,740 △4,741 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △4,741 △4,742 

株主資本合計 

前期末残高 1,837,960 459,546 

当期変動額 

新株の発行 4,145,686 1,713,787 

当期純利益 △5,524,100 △1,795,747 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △1,378,414 △81,961 

当期末残高 459,546 377,584 

新株予約権 

前期末残高 2,890 93,265 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90,375 △13,787 

当期変動額合計 90,375 △13,787 

当期末残高 93,265 79,478 

純資産合計 

前期末残高 1,840,850 552,811 

当期変動額 

新株の発行 4,145,686 1,713,787 

当期純利益 △5,524,100 △1,795,747 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 90,375 △13,787 

当期変動額合計 △1,288,039 △95,748 

当期末残高 552,811 457,062 
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平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

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 大 

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
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 未定

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月29日

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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 877 6.1 △1,467 ― △1,839 ― △2,126 ―

20年3月期 827 △44.1 △5,106 ― △5,150 ― △5,150 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △31.68 ― △467.6 △164.7 △167.1

20年3月期 △177.67 ― △438.1 △192.5 △617.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  17百万円

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 819 328 30.4 3.13
20年3月期 1,414 759 46.7 11.66

（参考） 自己資本   21年3月期  248百万円 20年3月期  660百万円

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

21年3月期 △1,402 △10 1,293 332
20年3月期 △2,584 857 2,068 467

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

422 △6.8 △334 ― △431 ― △433 ― △3.81

通期 1,234 40.7 △544 ― △738 ― △741 ― △5.55



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

（注）詳細は、6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 79,636,417株 20年3月期 56,621,847株

② 期末自己株式数 21年3月期  333株 20年3月期  326株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年3月期 13 △43.1 △1,037 ― △1,394 ― △1,795 ―

20年3月期 23 △95.6 △6,325 ― △6,351 ― △5,524 ―

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △26.75 ―

20年3月期 △190.55 ―

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 657 457 57.4 4.74
20年3月期 842 552 54.6 8.11

（参考） 自己資本 21年3月期  377百万円 20年3月期  459百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づい
ており実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用に当たっての注意事項
等については3ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間

― △100.0 △313 ― △409 ― △409 ― △3.60

通期 ― △100.0 △603 ― △795 ― △797 ― △7.00
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