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平成 19 年５月 21 日 

各   位 

会 社 名  株式会社 インデックス・ホールディングス 

代表者名           代表取締役社長 椿 進 

（コード番号 4835・JASDAQ） 

問合せ先          取締役管理本部長 堀 篤 

電 話                03－5779－5080 

 

平成 19 年８月期 中間決算短信（連結）の一部訂正及び修正について 
 

平成 19 年４月 27 日に開示いたしました「平成 19 年８月期 中間決算短信（連結）」の記載内容の一部を下記のと

おり訂正及び修正いたします。なお、訂正・修正箇所は  線を付して表示しております。 

 

 

記 

【Ⅰ 訂正事項】 
 
＜訂正理由＞ 
「平成 19 年８月期 中間決算短信（連結）」の記載内容の一部に誤りが認められたため、当該箇所につき訂正いた

します。 

 
＜訂正箇所＞ 
イ．平成 19 年８月期 中間決算短信（連結） １頁（表紙） 

１．平成 19 年２月中間期の連結業績（平成 18 年９月１日～平成 19 年２月 28 日） 

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
 
 
＜訂正内容＞ 

イ．平成 19 年８月期 中間決算短信（連結） １頁（表紙） 

１．平成 19 年２月中間期の連結業績（平成 18 年９月１日～平成 19 年２月 28 日） 

（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

《訂正前》 

連結子会社数 84 社 持分法適用非連結子会社数 １社 持分法適用関連会社数 ８社 

 

 

《訂正後》 

連結子会社数 84 社 持分法適用非連結子会社数 １社 持分法適用関連会社数 ７社 
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【Ⅱ 修正事項】 
 
＜修正理由＞ 
前連結会計年度（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年８月 31 日）において、連結子会社 ㈱ネットインデックス

が発行した新株予約権付社債の計上時期を、当初は銀行残高証明書上払込の事実が認められなかったことを理由に、

翌期（平成 18 年９月１日）として処理しておりました。 

しかし、平成 19 年５月初旬において銀行側が作成した証明書に誤りがあることを当社が確認し、連結財務諸表作成

処理上取り込むべき連結子会社 ㈱ネットインデックスの前連結会計年度末（平成 18 年８月 31 日）における個別貸借

対照表を修正する必要が生じたことに伴い、平成 19 年４月 27 日に公表した「平成 19 年８月期 中間決算短信（連結）」

を修正するものであります。 

 
＜修正箇所＞ 

イ．平成 19 年８月期 中間決算短信（連結） １頁（表紙） 

１．平成 19 年２月中間期の連結業績（平成 18 年９月１日～平成 19 年２月 28 日） 

（2）連結財政状態 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 

ロ．添付資料 ７頁 

３．経営成績及び財政状態 

（2）財政状態 

 

ハ．添付資料 11～13 頁 

４．中間連結財務諸表等 

（1）中間連結貸借対照表 

 

二．添付資料 20～21 頁 

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 

 

ホ．添付資料 36 頁 

４．中間連結財務諸表等 

注記事項 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

ヘ．添付資料 47～48 頁 

注記事項 

（１株当たり情報） 
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＜修正内容＞ 

イ．平成 19 年８月期 中間決算短信（連結） １頁（表紙） 

１．平成 19 年２月中間期の連結業績（平成 18 年９月１日～平成 19 年２月 28 日） 

（2）連結財政状態 

《修正前》 

 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

平成 19 年２月中間期 183,837 88,421 38.8 33,565      33

平成 18 年２月中間期 155,087 84,905 54.7 40,014      47

平成 18 年８月期 161,485 86,531 47.1 35,788      84

 

 

《修正後》 

 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

平成 19 年２月中間期 183,837 88,421 38.8 33,565      33

平成 18 年２月中間期 155,087 84,905 54.7 40,014      47

平成 18 年８月期 161,737 86,531 47.0 35,788      84

 

 

 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

《修正前》 

 
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

平成 19 年２月中間期 △7,868 △5,997 21,832 32,333

平成 18 年２月中間期 △3,094 △10,219 16,417 31,399

平成 18 年８月期 △5,420 △25,202 25,886 23,814

 

 

《修正後》 

 
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

平成 19 年２月中間期 △7,868 △5,997 21,580 32,333

平成 18 年２月中間期 △3,094 △10,219 16,417 31,399

平成 18 年８月期 △5,420 △25,202 26,138 24,066
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ロ．添付資料 ７頁 

３．経営成績及び財政状態 

（2）財政状態 

《修正前》 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における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に比し 5,415 百万円増の

21,832 百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。 

主な増加要因としましては、短期及び長期借入による純収入額の増加（借入による純収入額 21,709 百万円 前年

同期比 25,153 百万円増）が、株式の発行に係る収入額の減少（504 百万円 前年同期比 19,974 百万円減）を上回っ

たことが挙げられます。 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 17 年８月期 平成 18 年８月期 平成 19年８月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 19.5 45.3 54.7 47.1 38.8

時価ベースの自己資本比率（％） 158.5 122.5 292.1 120.7 82.8

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
－ － － － －

 

 

《修正後》 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における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に比し 5,163 百万円増の

21,580 百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。 

主な増加要因としましては、短期及び長期借入による純収入額の増加（借入による純収入額 21,709 百万円 前年

同期比 25,153 百万円増）が、株式の発行に係る収入額の減少（504 百万円 前年同期比 19,974 百万円減）を上回っ

たことが挙げられます。 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成 17 年８月期 平成 18 年８月期 平成 19年８月期

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 19.5 45.3 54.7 47.0 38.8

時価ベースの自己資本比率（％） 158.5 122.5 292.1 120.5 82.8

債務償還年数（年） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
－ － － － －
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ハ．添付資料 11～13 頁 

４．中間連結財務諸表等 

（1）中間連結貸借対照表 

《修正前》 

  
前中間連結会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年８月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※２  28,471 30,536   23,021

２．受取手形及び売掛金   24,025 27,943   27,279

３．有価証券   3,092 1,985   1,061

４．たな卸資産   8,335 18,063   8,762

５．繰延税金資産   522 710   1,286

６．その他   7,680 5,555   9,535

７．返品債権特別勘定   △35 △45   △38

貸倒引当金   △113 △363   △246

流動資産合計   71,979 46.4 84,385 45.9  70,661 43.8

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1)建物及び構築物  1,953 3,450  1,662 

(2)機械装置及び運搬具  375 249  262 

(3)その他  2,928 5,257 3.4 3,602 7,302 4.0 2,699 4,624 2.9

２．無形固定資産     

(1)のれん ※３ － 26,661  － 

(2)営業権  75 353  253 

(3)ソフトウェア  1,817 1,617  1,365 

(4)ソフトウェア仮勘定  699 174  424 

(5)連結調整勘定  19,356 －  25,259 

(6)その他  496 22,444 14.5 1,334 30,140 16.4 1,646 28,949 17.9

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券 ※２ 53,175 50,817  54,575 

(2)長期貸付金  112 4,545  290 

(3)繰延税金資産  265 435  302 

(4)その他 ※２ 1,897 8,032  2,168 

貸倒引当金  △60 55,390 35.7 △1,821 62,009 33.7 △86 57,250 35.4

固定資産合計   83,093 53.6 99,451 54.1  90,824 56.2

Ⅲ 繰延資産   14 0.0 － －  － －

資産合計   155,087 100.0 183,837 100.0  161,485 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年８月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金   13,700 16,859   14,664

２．短期借入金 ※２  18,896 49,707   30,427

３．未払法人税等   4,224 1,231   9,055

４．賞与引当金   139 298   258

５．返品調整引当金   76 178   88

６．その他   5,360 13,544   13,947

流動負債合計   42,398 27.4 81,819 44.5  68,441 42.4

Ⅱ 固定負債     

１．社債   1,604 1,516   1,270

２．長期借入金 ※２  2,916 5,709   1,047

３．繰延税金負債   8,474 2,632   1,472

４．退職給付引当金   506 575   552

５．役員退職慰労引当金   69 137   24

６．その他 ※２  3,079 3,026   2,143

固定負債合計   16,651 10.7 13,597 7.4  6,512 4.0

負債合計   59,050 38.1 95,416 51.9  74,953 46.4

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   11,130 7.2 － －  － －

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   35,889 23.1 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金   36,236 23.4 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金   △1,697 △1.1 － －  － －

Ⅳ その他有価証券評価差 

額金 
  12,969 8.4 － －  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定   1,618 1.0 － －  － －

Ⅵ 自己株式   △110 △0.1 － －  － －

資本合計   84,905 54.7 － －  － －

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  155,087 100.0 － －  － －
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前中間連結会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年８月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％）

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金   － － 36,071 19.6 36,027 22.3

２．資本剰余金   － － 36,418 19.8  36,374 22.5

３．利益剰余金   － － △8,874 △4.7  △1,714 △1.0

４．自己株式   － － △110 △0.1  △110 △0.1

株主資本合計   － － 63,504 34.6  70,575 43.7

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価 

差額金 
  － － 2,433 1.3  3,113 1.9

２．為替換算調整勘定   － － 5,475 3.0  2,369 1.5

評価・換算差額等合 

計 
  － － 7,908 4.3  5,482 3.4

Ⅲ 新株予約権   － － 25 0.0  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 16,982 9.2  10,473 6.5

純資産合計   － － 88,421 48.1  86,531 53.6

負債純資産合計   － － 183,837 100.0  161,485 100.0
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《修正後》 

  
前中間連結会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年８月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金 ※２  28,471 30,536   23,273

２．受取手形及び売掛金   24,025 27,943   27,279

３．有価証券   3,092 1,985   1,061

４．たな卸資産   8,335 18,063   8,762

５．繰延税金資産   522 710   1,286

６．その他   7,680 5,555   9,535

７．返品債権特別勘定   △35 △45   △38

貸倒引当金   △113 △363   △246

流動資産合計   71,979 46.4 84,385 45.9  70,913 43.8

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1)建物及び構築物  1,953 3,450  1,662 

(2)機械装置及び運搬具  375 249  262 

(3)その他  2,928 5,257 3.4 3,602 7,302 4.0 2,699 4,624 2.9

２．無形固定資産     

(1)のれん ※３ － 26,661  － 

(2)営業権  75 353  253 

(3)ソフトウェア  1,817 1,617  1,365 

(4)ソフトウェア仮勘定  699 174  424 

(5)連結調整勘定  19,356 －  25,259 

(6)その他  496 22,444 14.5 1,334 30,140 16.4 1,646 28,949 17.9

３．投資その他の資産     

(1)投資有価証券 ※２ 53,175 50,817  54,575 

(2)長期貸付金  112 4,545  290 

(3)繰延税金資産  265 435  302 

(4)その他 ※２ 1,897 8,032  2,168 

貸倒引当金  △60 55,390 35.7 △1,821 62,009 33.7 △86 57,250 35.4

固定資産合計   83,093 53.6 99,451 54.1  90,824 56.2

Ⅲ 繰延資産   14 0.0 － －  － －

資産合計   155,087 100.0 183,837 100.0  161,737 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年８月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金   13,700 16,859   14,664

２．短期借入金 ※２  18,896 49,707   30,427

３．未払法人税等   4,224 1,231   9,055

４．賞与引当金   139 298   258

５．返品調整引当金   76 178   88

６．その他   5,360 13,544   13,947

流動負債合計   42,398 27.4 81,819 44.5  68,441 42.3

Ⅱ 固定負債     

１．社債   1,604 1,516   1,522

２．長期借入金 ※２  2,916 5,709   1,047

３．繰延税金負債   8,474 2,632   1,472

４．退職給付引当金   506 575   552

５．役員退職慰労引当金   69 137   24

６．その他 ※２  3,079 3,026   2,143

固定負債合計   16,651 10.7 13,597 7.4  6,764 4.2

負債合計   59,050 38.1 95,416 51.9  75,205 46.5

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   11,130 7.2 － －  － －

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金   35,889 23.1 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金   36,236 23.4 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金   △1,697 △1.1 － －  － －

Ⅳ その他有価証券評価差 

額金 
  12,969 8.4 － －  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定   1,618 1.0 － －  － －

Ⅵ 自己株式   △110 △0.1 － －  － －

資本合計   84,905 54.7 － －  － －

負債、少数株主持分 

及び資本合計 
  155,087 100.0 － －  － －
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前中間連結会計期間末 

（平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間末 

（平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

（平成 18 年８月 31 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

構成比

（％）
金額（百万円） 

構成比

（％） 
金額（百万円） 

構成比

（％）

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１．資本金   － － 36,071 19.6 36,027 22.3

２．資本剰余金   － － 36,418 19.8  36,374 22.5

３．利益剰余金   － － △8,874 △4.7  △1,714 △1.1

４．自己株式   － － △110 △0.1  △110 △0.1

株主資本合計   － － 63,504 34.6  70,575 43.6

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評価 

差額金 
  － － 2,433 1.3  3,113 1.9

２．為替換算調整勘定   － － 5,475 3.0  2,369 1.5

評価・換算差額等合 

計 
  － － 7,908 4.3  5,482 3.4

Ⅲ 新株予約権   － － 25 0.0  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 16,982 9.2  10,473 6.5

純資産合計   － － 88,421 48.1  86,531 53.5

負債純資産合計   － － 183,837 100.0  161,737 100.0
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二．添付資料 20～21 頁 

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 

《修正前》 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月１日 

    至 平成 18 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月１日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

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 17 年９月１日 

    至 平成 18 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ 

ロー 
 

有形固定資産の取得による支出  △1,428 △429 △1,520

有形固定資産の売却による収入  13 1,048 566

ソフトウェアの取得による支出  △1,514 △247 △1,937

ソフトウェアの売却による収入  － 0 －

投資有価証券の取得による支出  △10,872 △9,180 △32,287

投資有価証券の売却による収入  14,121 11,850 29,585

関係会社株式の取得による支出  △6,558 △1,979 △8,119

関係会社株式の売却による収入  1,511 20 2,846

新規連結子会社株式の取得によ

る収支 
 △5,902 △1,901 △14,098

連結範囲の変更を伴う子会社株

式売却による収入 
 11 135 11

貸付による支出  △250 △4,461 △626

貸付金の回収による収入  723 98 1,032

定期預金預入による支出  △69 △556 △157

定期預金解約による収入  118 200 118

その他  △122 △596 △614

投資活動によるキャッシュ・フ 

ロー 
 △10,219 △5,997 △25,202

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  △258 15,036 10,334

長期借入による収入  94 8,700 145

長期借入金の返済による支出  △3,280 △2,026 △4,004

社債の発行による収入  97 243 97

社債の償還による支出  △5 △5 △144

株式の発行による収入  18,707 87 18,712

少数株主への株式の発行による

収入 
 1,771 416 1,980

自己株式の取得による支出  △1 － △1

子会社の自己株式の取得による

支出 
 － △48 △520

配当金の支払額  △579 △622 △581

少数株主への配当金の支払額  △129 △0 △130

その他  － 51 －

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー 
 16,417 21,832 25,886
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前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月１日 

至 平成 18 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月１日 

至 平成 19 年２月 28 日） 

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 17 年９月１日 

至 平成 18 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差

額 
 444 506 476

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  3,548 8,473 △4,260

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  27,506 23,814 27,506

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現

金同等物の増減額 
 344 △122 568

Ⅷ 合併による現金及び現金同等物の

増加額 
 － 168 －

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高 
 31,399 32,333 23,814
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《修正後》 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月１日 

    至 平成 18 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月１日 

    至 平成 19 年２月 28 日） 

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 17 年９月１日 

    至 平成 18 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ 

ロー 
 

有形固定資産の取得による支出  △1,428 △429 △1,520

有形固定資産の売却による収入  13 1,048 566

ソフトウェアの取得による支出  △1,514 △247 △1,937

ソフトウェアの売却による収入  － 0 －

投資有価証券の取得による支出  △10,872 △9,180 △32,287

投資有価証券の売却による収入  14,121 11,850 29,585

関係会社株式の取得による支出  △6,558 △1,979 △8,119

関係会社株式の売却による収入  1,511 20 2,846

新規連結子会社株式の取得によ

る収支 
 △5,902 △1,901 △14,098

連結範囲の変更を伴う子会社株

式売却による収入 
 11 135 11

貸付による支出  △250 △4,461 △626

貸付金の回収による収入  723 98 1,032

定期預金預入による支出  △69 △556 △157

定期預金解約による収入  118 200 118

その他  △122 △596 △614

投資活動によるキャッシュ・フ 

ロー 
 △10,219 △5,997 △25,202

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  △258 15,036 10,334

長期借入による収入  94 8,700 145

長期借入金の返済による支出  △3,280 △2,026 △4,004

社債の発行による収入  97 － 349

社債の償還による支出  △5 △5 △144

株式の発行による収入  18,707 87 18,712

少数株主への株式の発行による

収入 
 1,771 416 1,980

自己株式の取得による支出  △1 － △1

子会社の自己株式の取得による

支出 
 － △48 △520

配当金の支払額  △579 △622 △581

少数株主への配当金の支払額  △129 △0 △130

その他  － 42 －

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー 
 16,417 21,580 26,138
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前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月１日 

至 平成 18 年２月 28 日）

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月１日 

至 平成 19 年２月 28 日） 

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 17 年９月１日 

至 平成 18 年８月 31 日）

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差

額 
 444 506 476

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  3,548 8,221 △4,008

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  27,506 24,066 27,506

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現

金同等物の増減額 
 344 △122 568

Ⅷ 合併による現金及び現金同等物の

増加額 
 － 168 －

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間期末

(期末)残高 
 31,399 32,333 24,066
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ホ．添付資料 36 頁 

４．中間連結財務諸表等 

注記事項 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

《修正前》 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月１日 

至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月１日 

至 平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年９月１日 

至 平成 18 年８月 31 日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び預金勘定 28,471 百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△215 百万円

有価証券勘定 3,092 百万円

預け金 51 百万円

現金及び現金同等物 31,399 百万円 

現金及び預金勘定 30,536 百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△222 百万円

有価証券 1,985 百万円

その他 33 百万円

現金及び現金同等物 32,333 百万円 

現金及び預金勘定 23,021 百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△302 百万円

有価証券 1,061 百万円

その他 33 百万円

現金及び現金同等物 23,814 百万円 

 
 
《修正後》 

前中間連結会計期間 

（自 平成 17 年９月１日 

至 平成 18 年２月 28 日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成 18 年９月１日 

至 平成 19 年２月 28 日） 

前連結会計年度 

（自 平成 17 年９月１日 

至 平成 18 年８月 31 日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び預金勘定 28,471 百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△215 百万円

有価証券勘定 3,092 百万円

預け金 51 百万円

現金及び現金同等物 31,399 百万円 

現金及び預金勘定 30,536 百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△222 百万円

有価証券 1,985 百万円

その他 33 百万円

現金及び現金同等物 32,333 百万円 

現金及び預金勘定 23,273 百万円

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金 
△302 百万円

有価証券 1,061 百万円

その他 33 百万円

現金及び現金同等物 24,066 百万円 
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ヘ．添付資料 47～48 頁 

注記事項 

（１株当たり情報） 

《修正前》 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成 17 年９月１日 

至 平成 18 年２月 28 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 18 年９月１日 

至 平成 19 年２月 28 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年９月１日 

至 平成 18 年８月 31 日) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 

───── 当社 

旧商法第280条ノ19に基づく

新株引受権 

平成 12 年６月 15 日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 49,279 株 

旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権 

平成15年11月27日定時株主

総会によるもの 

平成16年11月26日定時株主

総会によるもの 

平成17年11月29日定時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 28,470 株 

2009 年満期ユーロ円貨建転

換社債型新株予約権付社債 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 10,971 株 

連結子会社及び持分法適用会

社 

 連結子会社   ７社 

 潜在株式の種類及び数 

  普通株式 532,413 株 

 持分法適用会社 １社 

 潜在株式の種類及び数 

  普通株式 1,607 株 

当社 

旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権 

平成17年11月29日定時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 17,555 株 

連結子会社 

㈱ネオ・インデックス 

旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権 

平成 17 年８月 30 日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

   普通株式 190 株 

平成17年11月29日定時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

    普通株式 72 株 

㈱ネットインデックス 

旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権 

平成 17 年８月 30 日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

   普通株式 760 株 

㈱マッドハウス 

旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権 

平成 17 年２月８日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 5,000 株 

平成 17 年３月 18 日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 1,200 株 

平成 17 年４月 13 日臨時株主

総会によるもの 

   普通株式 600 株 
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《修正後》 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成 17 年９月１日 

至 平成 18 年２月 28 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 18 年９月１日 

至 平成 19 年２月 28 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 17 年９月１日 

至 平成 18 年８月 31 日) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 

───── 当社 

旧商法第280条ノ19に基づく

新株引受権 

平成 12 年６月 15 日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 49,279 株 

旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権 

平成15年11月27日定時株主

総会によるもの 

平成16年11月26日定時株主

総会によるもの 

平成17年11月29日定時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 28,470 株 

2009 年満期ユーロ円貨建転

換社債型新株予約権付社債 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 10,971 株 

連結子会社及び持分法適用会

社 

 連結子会社   ７社 

 潜在株式の種類及び数 

  普通株式 532,413 株 

 持分法適用会社 １社 

 潜在株式の種類及び数 

  普通株式 1,607 株 

当社 

旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権 

平成17年11月29日定時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 17,555 株 

連結子会社 

㈱ネオ・インデックス 

旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権 

平成 17 年８月 30 日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

   普通株式 190 株 

平成17年11月29日定時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

    普通株式 72 株 

㈱ネットインデックス 

旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権 

平成 17 年８月 30 日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

   普通株式 739 株 

会社法第 236 条、第 238 条及

び第 239 条の規定に基づく新

株予約権 

平成 18 年８月 14 日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

普通株式 600 株 

㈱マッドハウス 

旧商法第 280 条ノ 20 及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権 

平成 17 年２月８日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 5,000 株 

平成 17 年３月 18 日臨時株主

総会によるもの 

潜在株式の種類及び数 

  普通株式 1,200 株 

平成 17 年４月 13 日臨時株主

総会によるもの 

   普通株式 600 株 

 
 

以上 


