
  
 

平成 20 年８月６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
 （コード番号 8940 東証第二部）
問合せ先 取締役管理部門担当 

兼 経営企画部長 鶴田 豊彦
 ＴＥＬ 03-5459-3739 

 

（訂正）「平成 20 年５月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

当社は、平成 20 年７月 10 日発表の「平成 20 年５月期 決算短信」の一部に下記のとおり訂正が 

ありましたので、お知らせいたします。なお、訂正箇所は、 下線を付して表示しております。 

記 

１．「４．連結財務諸表 (7）連結財務諸表に関する注記事項（ストック・オプション等関係） 当連結会計年

度（自 平成 19 年６月１日 至 平成 20 年５月 31 日）１．ストック･オプションの内容、規模及びその変

動状況 （2）ストック･オプションの規模及びその変動状況」（30 ページ） 

 

【訂正前】 

①ストック・オプションの数                          （単位:株） 

 平成 17 年ストック・オプション  

   権利確定前   

      前連結会計年度末  1,178 

    付与  － 

    失効     15 

    権利確定  － 

    未確定残  1,163 

   権利確定後              

    前連結会計年度末  － 

    権利確定  － 

    権利行使  － 

    失効  － 

    未行使残  － 

 

【訂正後】 

 ①ストック・オプションの数                        （単位:株） 

 平成 17 年ストック・オプション  

   権利確定前   

      前連結会計年度末  1,178 

    付与  － 

    失効     13 

    権利確定    446 

    未確定残    719 

   権利確定後              

    前連結会計年度末  － 

    権利確定    446 

    権利行使  － 

    失効     2 

    未行使残   444 

 



 

 

２．「５．個別財務諸表 (2）損益計算書」（38 ページ） 

【訂正前】 

    

前事業年度 

（自 平成 18 年６月１日 

     至 平成 19 年５月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年６月１日 

     至 平成 20 年５月 31 日） 

対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円）

          

   

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息   460   1,744    

２．受取配当金   3,354   3,221    

３．デリバティブ利益   3,937   581    

５．受取違約金   20,400   23,400    

６．受取和解金   －   7,500    

７．業務受託収入 ※２ 3,600   3,600    

８．雑収入   12,646 44,398 0.1 9,696 49,743 0.1 5,345

    

    

 

【訂正後】 

    

前事業年度 

（自 平成 18 年６月１日 

     至 平成 19 年５月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年６月１日 

     至 平成 20 年５月 31 日） 

対前年比

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比

（％）
金額（千円） 

百分比

（％）

増減 

（千円）

          

   

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息   460   1,744    

２．受取配当金   3,354   3,221    

３．デリバティブ利益   3,937   581    

４．受取違約金   20,400   23,400    

５．受取和解金   －   7,500    

６．業務受託収入 ※２ 3,600   3,600    

７．雑収入   12,646 44,398 0.1 9,696 49,743 0.1 5,345

    

    

 



 

３．「５．個別財務諸表 (4）重要な会計方針」（42 ページ） 

【訂正前】 

項目 

前事業年度 

（自 平成 18 年６月１日 

  至 平成 19 年５月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年６月１日 

至 平成 20 年５月 31 日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）子会社株式 

     移動平均法による原価法 

（2）その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法による原価法により算定）

を採用しております。 

 

（1）子会社株式 

         同左 

（2）その他有価証券 

    時価のあるもの 

         同左 

 

 

 

 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法          同左 

 

３．たな卸資産の評価基準及 

び評価方法  

<略>    <略> 

（会計方針の変更） 

<略> 

これにより営業利益、経常利益及び 

税引前当期純利益は、それぞれ 

459,995 百万円減少しております。 

<略> 

 

【訂正後】 

項目 

前事業年度 

（自 平成 18 年６月１日 

  至 平成 19 年５月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 19 年６月１日 

至 平成 20 年５月 31 日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

（1）子会社株式 

     移動平均法による原価法 

（2）その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法による原価法により算定）

を採用しております。 

（1）子会社株式 

         同左 

（2）その他有価証券 

    時価のあるもの 

         同左 

 

 

 

 

    時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法          同左 

 

３．たな卸資産の評価基準及 

び評価方法  

<略>    <略> 

（会計方針の変更） 

<略> 

これにより営業利益、経常利益及び 

税引前当期純利益は、それぞれ 

459,995 千円減少しております。 

<略> 

 

 

４．「５．個別財務諸表 (6）個別財務諸表に関する注記事項」（45 ページ） 

【訂正前】 

  （6）個別財務諸表に関する注記事項 

【訂正後】 

（5）個別財務諸表に関する注記事項 

以 上 


