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平成 19 年 10 月 30 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 堀 篤 

電 話                 03－5779－5080 

 

平成 19 年８月期 決算短信の一部訂正について 
 

 

平成 19 年 10 月 29 日に開示いたしました「平成 19 年８月期 決算短信」の記載内容についての訂正を下記

のとおり行います。なお、訂正箇所は  線を付して表示しております。 

 

 

記 

＜訂正理由＞ 

連結キャッシュ・フロー計算書の作成にあたり、連結範囲の異動に係る会社の内部取引の相殺消去処理に誤

りがあったため、当該処理を訂正し当社が公表した「平成 19 年８月期 決算短信」を訂正するものであります。 

 
 

＜訂正箇所＞ 
イ．平成 19 年８月期 決算短信 １頁 

１．平成 19 年８月期の連結業績（平成 18 年９月１日～平成 19 年８月 31 日） 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

「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」 

 

ロ．〔添付資料〕 ５頁～６頁 

１．経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

② キャッシュ・フローの状況 

 

ハ．〔添付資料〕 20 頁～21 頁 

４．連結財務諸表等 

（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 

以 上 
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＜訂正内容＞ 

イ．平成 19 年８月期 決算短信 １頁 

１．平成 19 年８月期の連結業績（平成 18 年９月１日～平成 19 年８月 31 日） 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

 

《訂正前》 

 
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 

 

平成 19 年８月期 

平成 18 年８月期 

百万円

△7,842

△5,420

百万円

△19,846

△25,202

百万円 

28,369 

26,138 

百万円

25,081

24,066

 

《訂正後》 

 
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 

 

平成 19 年８月期 

平成 18 年８月期 

百万円

△7,842

△5,420

百万円

△13,946

△25,202

百万円 

22,469 

26,138 

百万円

25,081

24,066

 
 
 
ロ．〔添付資料〕 ５頁～６頁 

１．経営成績 

（2）財政状態に関する分析 

② キャッシュ・フローの状況 

 

《訂正前》 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前連結会計年度に比し 5,356

百万円改善し 19,846 百万円の現金及び現金同等物の減少となりました。 

主な増加要因としましては、貸付けによる支出が増加（△10,058 百万円 前年同期比 9,431 百万円減）しまし

たが、新規連結子会社の取得による収支額（△4,763 百万円 前年同期比 9,334 百万円増）及び投資有価証券の

取得による支出額（△16,658 百万円 前年同期比 15,629 百万円増）が減額されたことが挙げられます。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比し 2,231 百万円増の

28,369 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、株式の発行による収入は減少（87 百万円 前年同期比 18,624 百万円減）したも

のの、短期及び長期借入による純収入額が増加（27,847 百万円 前年同期比 21,371 百万円増）したことが挙げ

られます。 

 

《訂正後》 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前連結会計年度に比し 11,256

百万円改善し 13,946 百万円の現金及び現金同等物の減少となりました。 

主な増加要因としましては、貸付けによる支出が増加（△3,908 百万円 前年同期比 3,281 百万円減）しまし

たが、新規連結子会社の取得による収支額（△4,763 百万円 前年同期比 9,334 百万円増）及び投資有価証券の

取得による支出額（△16,658 百万円 前年同期比 15,629 百万円増）が減額されたことが挙げられます。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比し 3,668 百万円減の

22,469 百万円の現金及び現金同等物の増加となりました。 

主な減少要因としましては、株式の発行による収入の減少（87 百万円 前年同期比 18,624 百万円減）が挙げ

られます。 
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ハ．〔添付資料〕 20～21 頁 

４．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17年９月１日 
  至 平成18年８月31日）

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日）

 
対前年比

 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（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  △1,520 △1,261 

有形固定資産の売却による収入  566 1,568 

ソフトウェアの取得による支出  △1,937 △1,061 

ソフトウェアの売却による収入  － 35 

投資有価証券の取得による支出  △32,287 △16,658 

投資有価証券の売却による収入  29,585 22,506 

関係会社株式の取得による支出  △8,119 △7,853 

関係会社株式の売却による収入  2,846 385 

新規連結子会社の取得による 

収支 
 △14,098 △4,763 

連結範囲の変更を伴う子会社 

株式売却による収入 
 11 － 

連結範囲の変更を伴う子会社 

株式売却による収支 
 － △493  

貸付けによる支出  △626 △10,058  

貸付金の回収による収入  1,032 930  

定期預金預入による支出  △157 △459  

定期預金解約による収入  118 170  

その他  △614 △2,833  

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △25,202 △19,846 5,356
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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）

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日）

 
対前年比

 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（百万円）

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  10,334 24,121 

長期借入れによる収入  145 9,030 

長期借入金の返済による支出  △4,004 △5,304 

社債の発行による収入  349 － 

社債の償還による支出  △144 △10 

株式の発行による収入  18,712 87 

少数株主への株式の発行による 

収入 
 1,980 1,080 

自己株式の取得による支出  △1 △126 

子会社の自己株式の取得による 

支出 
 △520 △175 

配当金の支払額  △581 △626 

少数株主への配当金支払額  △130 △0 

その他  － 293 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 26,138 28,369 2,231

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算 

差額 
 476 846 370

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △4,008 1,527 5,536

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  27,506 24,066 △3,440

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び 

現金同等物の増減額 
 568 △740 △1,308

Ⅷ 合併による現金及び現金同等物の 

増加高 
 － 227 227

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  24,066 25,081 1,015
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《訂正後》 

  
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）

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日）

 
対前年比

 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（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  △1,520 △1,261 

有形固定資産の売却による収入  566 1,568 

ソフトウェアの取得による支出  △1,937 △1,061 

ソフトウェアの売却による収入  － 35 

投資有価証券の取得による支出  △32,287 △16,658 

投資有価証券の売却による収入  29,585 22,506 

関係会社株式の取得による支出  △8,119 △7,853 

関係会社株式の売却による収入  2,846 385 

新規連結子会社の取得による 

収支 
 △14,098 △4,763 

連結範囲の変更を伴う子会社 

株式売却による収入 
 11 － 

連結範囲の変更を伴う子会社 

株式売却による収支 
 － △493  

貸付けによる支出  △626 △3,908  

貸付金の回収による収入  1,032 680  

定期預金預入による支出  △157 △459  

定期預金解約による収入  118 170  

その他  △614 △2,833  

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △25,202 △13,946 11,256
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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）

当連結会計年度 
（自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日）

 
対前年比

 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 
増減 

（百万円）

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  10,334 18,221 

長期借入れによる収入  145 9,030 

長期借入金の返済による支出  △4,004 △5,304 

社債の発行による収入  349 － 

社債の償還による支出  △144 △10 

株式の発行による収入  18,712 87 

少数株主への株式の発行による 

収入 
 1,980 1,080 

自己株式の取得による支出  △1 △126 

子会社の自己株式の取得による 

支出 
 △520 △175 

配当金の支払額  △581 △626 

少数株主への配当金支払額  △130 △0 

その他  － 293 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 26,138 22,469 △3,668

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算 

差額 
 476 846 370

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △4,008 1,527 5,536

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  27,506 24,066 △3,440

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び 

現金同等物の増減額 
 568 △740 △1,308

Ⅷ 合併による現金及び現金同等物の 

増加高 
 － 227 227

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  24,066 25,081 1,015
     

 

 

 

以上 


