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平成18年12月15日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 イ ン テ リ ッ ク ス

代表者名 代表取締役社長 山本 卓也

 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード8940）

問合せ先 取締役管理本部長 
兼 経営企画部長 鶴田 豊彦

 
ＴＥＬ 03-5459-3739 

 

（訂正） 過年度決算短信（連結）の一部訂正について 

 

 当社は、過年度において開示しております決算短信（連結）につきまして、自主的な点検を行いま

したところ、一部記載に誤りがありましたので、下記のとおり訂正させていただきます。 

 なお、当該事項の訂正に伴う、過年度の業績への影響はございません。 

 

記 

 

１．今回の訂正の対象となった決算短信 

   平成17年５月期 決算短信（連結）   （平成17年７月15日発表） 

   平成18年５月期 中間決算短信（連結） （平成18年１月18日発表） 

   平成18年５月期 決算短信（連結）   （平成18年７月19日発表） 

 

２．訂正の主な理由 

今般、当社経理部門において、中間決算業務の着手にあたり、過年度の連結キャッシュ･フロー

計算書における「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フローの貸付けによる支出及び貸付金の回収に

よる収入」、「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フローの長期借入れによる収入及び長期借入金の返

済による支出」の項目につき、会計処理における振替仕訳、修正仕訳といった、キャッシュ・フ

ロー計算書から除外すべき金額が含まれるなど、集計誤りが生じていたことが判明いたしました。

具体的には、連結キャッシュ･フロー計算書作成のための基礎資料に計算式の誤りがあったこと、

また、仕訳誤りを正す修正仕訳をキャッシュ・フロー計算書に含めたことなどにより、収入及び

支出が同額過大となっておりました。以上の理由により、過年度決算短信（連結）の一部を訂正

するものであります。 

 

３．訂正の内容 

   訂正の詳細につきましては、「６．訂正事項の詳細」をご参照願います。 

   なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。 

 

４．今後の対応について 

経理部門内のチェック機能の強化を図るとともに、財務諸表の妥当性について財務部門等の関

連部署との検討会を適宜実施し、部門間の相互チェックを図ってまいります。 

今後におきましては、社内管理体制の強化のための改善策を講じ、再発防止に努めてまいりま

すので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 

 



2 

 

５．その他 

（1）過年度の有価証券報告書、半期報告書及び有価証券届出書につきましても、訂正報告及び訂正届

出が必要となりましたので、本日付で関東財務局へ有価証券報告書、半期報告書の訂正報告書及

び有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしました。 

（2）連結キャッシュ・フロー計算書の「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」の各合計額及び「現金及び現金同等物の

期末残高」、並びに、連結損益計算書、連結貸借対照表に変更はございません。 

（3）本件につきましては、当社が監査契約を締結している新日本監査法人と連携し、本訂正を行って

おります。また、本訂正に伴う監査意見の変更は無いことを確認しております。  

 

 

６．訂正事項の詳細 

（1）平成17年５月期 決算短信（連結）  

  ３．経営成績及び財政状態 

   （2）財政状態 

     ② キャッシュ・フローの状況 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

（訂正前） 

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して2,555百万円

増加し、4,041 百万円の収入超過となりました。キャッシュ・フローの増加要因は、短期借入金の

収支が前連結会計年度に比べ 75 百万円減少、社債の発行による収入が 482 百万円減少、社債の償

還による支出が105百万円増加した一方、タームローンを含め長期借入れによる収入が887百万円

増加、長期借入金の返済による支出が1,765 百万円減少、そして平成17 年 4 月のジャスダック証

券取引所への当社株式の上場に伴う公募増資により株式の発行による収入が565百万円増加したこ

とによるものであります。 

 

（訂正後） 

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して2,555百万円

増加し、4,041 百万円の収入超過となりました。キャッシュ・フローの増加要因は、短期借入金の

収支が前連結会計年度に比べ 75 百万円減少、社債の発行による収入が 482 百万円減少、社債の償

還による支出が 105 百万円増加、長期借入金の返済による支出が 31 百万円増加した一方、ターム

ローンを含め長期借入れによる収入が2,685 百万円増加、そして平成17 年 4 月のジャスダック証

券取引所への当社株式の上場に伴う公募増資により株式の発行による収入が565百万円増加したこ

とによるものであります。 
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５．連結財務諸表等 

 （4）連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年６月１日 

至 平成16年５月31日）

当連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 

 至 平成17年５月31日） 
対前年比 

区 分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減 

（千円） 

＜略＞   

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  △41,608 △51,115 △9,506

定期預金の払戻による収入  43,434 10,501 △32,932

固定資産の取得による支出  △265,477 △237,299 28,178

固定資産の売却による収入  － 472 472

投資有価証券の取得による支出  △409,691 △100,901 308,790

投資有価証券の売却による収入  366,432 100,172 △266,260

貸付けによる支出  △34,400 △58,800 △24,400

貸付金の回収による収入  28,449 64,523 36,074

その他資産の増加(△)又は減少額  △6,871 90 6,962

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △319,732 △272,354 47,377

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
  

短期借入金の純増加 

又は減少（△）額 
 1,006,220 930,930 △75,290

長期借入れによる収入  5,271,574 6,159,149 887,575

長期借入金の返済による支出  △5,514,482 △3,748,626 1,765,856

社債の発行による収入  581,109 98,250 △482,859

社債の償還による支出  △55,000 △160,000 △105,000

株式の発行による収入  196,672 762,182 565,510

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 1,486,093 4,041,886 2,555,792

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  116,876 372,154 255,277

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  310,484 427,360 116,876

427,360 799,514 372,154Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 
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（訂正後） 

 

  
前連結会計年度 

（自 平成15年６月１日 

至 平成16年５月31日）

当連結会計年度 

（自 平成16年６月１日 

 至 平成17年５月31日） 
対前年比 

区 分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減 

（千円） 

＜略＞   

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  △41,608 △51,115 △9,506

定期預金の払戻による収入  43,434 10,501 △32,932

固定資産の取得による支出  △265,477 △237,299 28,178

固定資産の売却による収入  － 472 472

投資有価証券の取得による支出  △409,691 △100,901 308,790

投資有価証券の売却による収入  366,432 100,172 △266,260

貸付けによる支出  △26,500 △55,400 △28,900

貸付金の回収による収入  20,549 61,123 40,573

その他資産の増加(△)又は減少額  △6,871 90 6,962

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △319,732 △272,354 47,377

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
  

短期借入金の純増加 

又は減少（△）額 
 1,006,220 930,930 △75,290

長期借入れによる収入  2,155,000 4,840,300 2,685,300

長期借入金の返済による支出  △2,397,907 △2,429,776 △31,868

社債の発行による収入  581,109 98,250 △482,859

社債の償還による支出  △55,000 △160,000 △105,000

株式の発行による収入  196,672 762,182 565,510

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 1,486,093 4,041,886 2,555,792

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  116,876 372,154 255,277

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  310,484 427,360 116,876

427,360 799,514 372,154
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 
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（2）平成18年５月期 中間決算短信（連結） 

３．経営成績及び財政状態 

   （2）財政状態 

     ② キャッシュ・フローの状況 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

（訂正前） 

        当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比較して 29

百万円減少し、779百万円の収入超過となりました。キャッシュ・フローの減少要因は、短期借入

金の純増加額が前中間連結会計期間に比べ1,178百万円増加し、オーナーチェンジ物件の仕入れに

伴う長期借入金の増加を含め、長期借入れによる収入が1,644百万円増加した一方、長期借入金の

返済による支出が2,672百万円増加したこと、社債の発行による収入が98百万円減少したこと、

社債の償還による支出が60百万円増加したこと、及び配当金の支払額が22百万円増加したことに

よるものであります。 

 

（訂正後） 

当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比較して 29

百万円減少し、779百万円の収入超過となりました。キャッシュ・フローの減少要因は、短期借入

金の純増加額が前中間連結会計期間に比べ 1,178 百万円増加した一方、長期借入れによる収入が

263百万円減少したこと、長期借入金の返済による支出が763百万円増加したこと、社債の発行に

よる収入が 98 百万円減少したこと、社債の償還による支出が 60 百万円増加したこと、及び配当

金の支払額が22百万円増加したことによるものであります。 
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４．中間連結財務諸表等 

 （4）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成16年 ６月 １日

 至 平成16年11月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年 ６月 １日

  至 平成17年11月30日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成16年６月 １日 

至 平成17年５月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

＜略＞  

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   △25,806 △22,809 2,996 △51,115

定期預金の払戻による収入   － － － 10,501

固定資産の取得による支出   △112,844 △12,571 100,272 △237,299

固定資産の売却による収入   500 181,772 181,272 472

ゴルフ会員権の売却による収入   95 － △95 95

投資有価証券の取得による支出   △100,901 － 100,901 △100,901

投資有価証券の売却による収入   － 1,045 1,045 100,172

貸付けによる支出   △8,000 － 8,000 △58,800

貸付金の回収による収入   6,320 1,449 △4,870 64,523

その他資産の増加（△）又は減少額    － － － △4

投資活動によるキャッシュ・フロー   △240,636 148,886 389,523 △272,354

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー           

短期借入金の純増加又は減少（△）額   △423,520 755,150 1,178,670 930,930

長期借入れによる収入   2,050,200 3,695,131 1,644,931 6,159,149

長期借入金の返済による支出   △841,217 △3,513,433 △2,672,215 △3,748,626

社債の発行による収入   98,250 － △98,250 98,250

社債の償還による支出   △75,000 △135,000 △60,000 △160,000

株式の発行による収入   － － － 762,182

配当金の支払額   － △22,440 △22,440 －

財務活動によるキャッシュ・フロー   808,712 779,408 △29,304 4,041,886

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加又は減少

(△)額 
  151,641 53,246 △98,395 372,154

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   427,360 799,514 372,154 427,360

579,002 852,760 273,758 799,514Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※１ 
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（訂正後） 

 

    

前中間連結会計期間 

（自 平成16年 ６月 １日

 至 平成16年11月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成17年 ６月 １日

  至 平成17年11月30日）

対前中間期比 

前連結会計年度の要約連結 

キャッシュ・フロー計算書 

（自 平成16年６月 １日 

至 平成17年５月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 
金額（千円） 

＜略＞  

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   △25,806 △22,809 2,996 △51,115

定期預金の払戻による収入   － － － 10,501

固定資産の取得による支出   △112,844 △12,571 100,272 △237,299

固定資産の売却による収入   500 181,772 181,272 472

ゴルフ会員権の売却による収入   95 － △95 95

投資有価証券の取得による支出   △100,901 － 100,901 △100,901

投資有価証券の売却による収入   － 1,045 1,045 100,172

貸付けによる支出   △8,000 － 8,000 △55,400

貸付金の回収による収入   6,320 1,449 △4,870 61,123

その他資産の増加（△）又は減少額    － － － △4

投資活動によるキャッシュ・フロー   △240,636 148,886 389,523 △272,354

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー           

短期借入金の純増加又は減少（△）額   △423,520 755,150 1,178,670 930,930

長期借入れによる収入   2,050,200 1,786,500 △263,700 4,840,300

長期借入金の返済による支出   △841,217 △1,604,801 △763,584 △2,429,776

社債の発行による収入   98,250 － △98,250 98,250

社債の償還による支出   △75,000 △135,000 △60,000 △160,000

株式の発行による収入   － － － 762,182

配当金の支払額   － △22,440 △22,440 －

財務活動によるキャッシュ・フロー   808,712 779,408 △29,304 4,041,886

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加又は減少

(△)額 
  151,641 53,246 △98,395 372,154

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   427,360 799,514 372,154 427,360

579,002 852,760 273,758 799,514Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高 
※１ 
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（3）平成18年５月期 決算短信（連結） 

３．経営成績及び財政状態 

   （2）財政状態 

     ② キャッシュ・フローの状況 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

（訂正前） 

      当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して 1,025 百万円増加

し、5,067 百万円の収入超過となりました。キャッシュ・フローの増加要因は、短期借入金が前連結会

計年度に比べ 731 百万円増加し、固定資産の取得に伴う長期借入金の増加を含め、長期借入れによる収

入が 4,935 百万円増加した一方、長期借入金の返済による支出が 3,627 百万円増加したこと、社債の償

還による支出が 110 百万円増加したこと、及び当連結会計年度に新株発行がなかったことで株式の発行

による収入が762百万円減少したことによるものであります。 

 

（訂正後） 

      当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比較して 1,025 百万円増加

し、5,067 百万円の収入超過となりました。キャッシュ・フローの増加要因は、短期借入金が前連結会

計年度に比べ 731 百万円増加し、固定資産の取得に伴う長期借入金の増加を含め、長期借入れによる収

入が1,862 百万円増加した一方、長期借入金の返済による支出が553 百万円増加したこと、社債の償還

による支出が 110 百万円増加したこと、及び当連結会計年度に新株発行がなかったことで株式の発行に

よる収入が762百万円減少したことによるものであります。 
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５．連結財務諸表等 

 （5）連結キャッシュ・フロー計算書 

（訂正前） 

 

    

前連結会計年度 

(自 平成16年６月 １日

 至 平成17年５月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年６月 １日

 至 平成18年５月31日)

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

＜略＞     

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金等の預入による支出   △51,115 △44,423 6,691

定期預金等の払戻による収入   10,501 18,609 8,108

固定資産の取得による支出   △237,299 △3,528,832 △3,291,533

固定資産の売却による収入   472 199,542 199,070

投資有価証券の取得による支出   △100,901 △262,786 △161,884

投資有価証券の売却による収入   100,172 1,045 △99,126

貸付けによる支出   △58,800 － 58,800

貸付金の回収による収入   64,523 3,236 △61,286

その他資産の増加（△）又は減少額   90 － △90

投資活動によるキャッシュ・フロー   △272,354 △3,613,606 △3,341,251

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加又は減少（△）額   930,930 1,662,750 731,820

長期借入れによる収入   6,159,149 11,095,048 4,935,898

長期借入金の返済による支出   △3,748,626 △7,376,022 △3,627,395

社債の発行による収入   98,250 － △98,250

社債の償還による支出   △160,000 △270,000 △110,000

株式の発行による収入   762,182 － △762,182

配当金の支払額   － △44,092 △44,092

財務活動によるキャッシュ・フロー   4,041,886 5,067,683 1,025,797

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加又は減少（△）額   372,154 △7,247 △379,402

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   427,360 799,514 372,154

799,514 792,266 △7,247Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１
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（訂正後） 

 

    

前連結会計年度 

(自 平成16年６月 １日

 至 平成17年５月31日)

当連結会計年度 

(自 平成17年６月 １日

 至 平成18年５月31日)

対前年比 

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 

増減 

（千円） 

＜略＞     

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金等の預入による支出   △51,115 △44,423 6,691

定期預金等の払戻による収入   10,501 18,609 8,108

固定資産の取得による支出   △237,299 △3,528,832 △3,291,533

固定資産の売却による収入   472 199,542 199,070

投資有価証券の取得による支出   △100,901 △262,786 △161,884

投資有価証券の売却による収入   100,172 1,045 △99,126

貸付けによる支出   △55,400 － 55,400

貸付金の回収による収入   61,123 3,236 △57,886

その他資産の増加（△）又は減少額   90 － △90

投資活動によるキャッシュ・フロー   △272,354 △3,613,606 △3,341,251

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純増加又は減少（△）額   930,930 1,662,750 731,820

長期借入れによる収入   4,840,300 6,702,800 1,862,500

長期借入金の返済による支出   △2,429,776 △2,983,773 △553,997

社債の発行による収入   98,250 － △98,250

社債の償還による支出   △160,000 △270,000 △110,000

株式の発行による収入   762,182 － △762,182

配当金の支払額   － △44,092 △44,092

財務活動によるキャッシュ・フロー   4,041,886 5,067,683 1,025,797

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加又は減少（△）額   372,154 △7,247 △379,402

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   427,360 799,514 372,154

799,514 792,266 △7,247Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１

 

以 上         


