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平成 20年９月 29日 

各 位 

東京都港区赤坂二丁目 17番 22号赤坂ツインタワー本館 10階 

ｎｇｉ ｇｒｏｕｐ株式会社 

代表執行役社長ＣＥＯ 小池 聡 

                          （コード番号：２４９７ 東証マザーズ） 

 

（訂正）過年度決算短信の一部訂正について 

 

下記の開示書類について、記載の一部に訂正すべき事項がありましたので、お知らせいたしま

す。訂正箇所は、下線にて示しております。 

 

記 

 

１. 訂正する過年度決算短信 

(１)平成 20年３月期 中間決算短信         公表日：平成 19年 11月８日 

(２)平成 20年３月期 第３四半期財務・業績の概況  公表日：平成 20年 ２月７日 

(３)平成 20年３月期 決算短信             公表日：平成 20年 ５月７日 

 

２. 訂正の理由 

当社が過去に発表いたしました各種資料につきまして、あらためてその内容を精査いたしま 

したところ、過年度決算短信の一部に資本準備金取崩等訂正すべき箇所があることが判明した

ためであります。なお、本件訂正に伴う過年度業績への変更はございません。 
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３. 訂正箇所 

(１)平成 20年３月期 中間決算短信 

６．中間個別財務諸表 

 

①【53ページ】 

(1) 中間貸借対照表 

 

(訂正前) 

 

 
 

前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
 金額（千円） 

構成比 

（％）  金額（千円） 
構成比 

（％） 金額（千円） 
構成比 

（％） 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   1,750,294 39.2  1,789,744 25.5  1,779,169 35.8 

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  1,392,627   1,432,077   1,421,502   

(2)その他資本剰余金  100,987   100,987   100,987   

資本剰余金合計   1,493,615 33.5  1,533,065 21.8  1,522,490 30.6 

３．利益剰余金           

(1)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  273,258   1,412,955   226,875   

利益剰余金合計   273,258 6.1  1,412,955 20.1  226,875 4.6 

４．自己株式   ― ―  △776,874 △11.1  △99,404 △2.0 

  株主資本合計   3,517,168 78.8  3,958,890 56.3  3,429,130 69.0 

Ⅱ 新株予約権   ― ―  4,559 0.1  ― ― 

  純資産合計   3,517,168 78.8  3,963,449 56.4  3,429,130 69.0 

  負債純資産合計   4,464,682 100.0  7,025,900 100.0  4,971,418 100.0 
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(訂正後) 

 
 

 
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

 金額（千円） 
構成比 

（％）  金額（千円） 
構成比 

（％） 金額（千円） 
構成比 

（％） 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   1,750,294 39.2  1,789,744 25.5  1,779,169 35.8 

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  1,392,627   10,575   1,421,502   

(2)その他資本剰余金  100,987   1,522,490   100,987   

資本剰余金合計   1,493,615 33.5  1,533,065 21.8  1,522,490 30.6 

３．利益剰余金           

(1)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  273,258   1,412,955   226,875   

利益剰余金合計   273,258 6.1  1,412,955 20.1  226,875 4.6 

４．自己株式   ― ―  △776,874 △11.1  △99,404 △2.0 

  株主資本合計   3,517,168 78.8  3,958,890 56.3  3,429,130 69.0 

Ⅱ 新株予約権   ― ―  4,559 0.1  ― ― 

  純資産合計   3,517,168 78.8  3,963,449 56.4  3,429,130 69.0 

  負債純資産合計   4,464,682 100.0  7,025,900 100.0  4,971,418 100.0 
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②【56ページ】 

 (3)中間株主資本等変動計算書 

 

(訂正前) 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

株主資本 

新株予約権 純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

資本準備金 
その他資 

本剰余金 

その他利益 

剰余金 

繰越利益 
剰余金 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
1,779,169 1,421,502 100,987 226,875 △99,404 3,429,130 ― 3,429,130 

中間会計期間中の変動 

額 
        

 新株の発行 10,575 10,575 ― ― ― 21,150 ― 21,150 

 剰余金の配当 ― ― ― △51,343 ― △51,343 ― △51,343 

 中間純利益 ― ― ― 1,237,423 ― 1,237,423 ― 1,237,423 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △677,470 △677,470 ― △677,470 

 株主資本以外の項目 

の中間会計期間中の 

変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― 4,559 4,559 

中間会計期間中の変 
動額合計（千円） 

10,575 10,575 ― 1,186,080 △677,470 529,760 4,559 534,319 

平成19年９月30日残高 

（千円） 
1,789,744 1,432,077 100,987 1,412,955 △776,874 3,958,890 4,559 3,963,449 
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(訂正後) 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 

株主資本 

新株予約権 純資産合計 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

資本準備金 
その他資本 

剰余金 

その他利益 

剰余金 

繰越利益 

剰余金 

平成19年３月31日残高 

（千円） 
1,779,169 1,421,502 100,987 226,875 △99,404 3,429,130 ― 3,429,130 

中間会計期間中の変動 

額 
        

 新株の発行 10,575 10,575 ― ― ― 21,150 ― 21,150 

 剰余金の配当 ― ― ― △51,343 ― △51,343 ― △51,343 

 中間純利益 ― ― ― 1,237,423 ― 1,237,423 ― 1,237,423 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △677,470 △677,470 ― △677,470 

 資本準備金取崩 ― △1,421,502 1,421,502 ― ― ― ― ― 

 株主資本以外の項目 
の中間会計期間中の 

変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― 4,559 4,559 

中間会計期間中の変 

動額合計（千円） 
10,575 △1,410,927 1,421,502 1,186,080 △677,470 529,760 4,559 534,319 

平成19年９月30日残高 
（千円） 

1,789,744 10,575 1,522,490 1,412,955 △776,874 3,958,890 4,559 3,963,449 

         

 

 



www.ngigroup.com   6 

 

(２)平成 20年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

 ６．四半期個別財務諸表 

   

①【47ページ】 

(1) 四半期貸借対照表 

 

(訂正前) 

 
 

 
前第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

 金額（千円） 
構成比 

（％）  金額（千円） 
構成比 

（％） 金額（千円） 
構成比 

（％） 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   1,750,294 43.1  1,799,831 27.5  1,779,169 35.8 

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  1,392,627   1,442,165   1,421,502   

(2)その他資本剰余金  100,987   100,987   100,987   

資本剰余金合計   1,493,615 36.8  1,543,152 23.6  1,522,490 30.6 

３．利益剰余金           

(1)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  141,673   1,180,238   226,875   

利益剰余金合計   141,673 3.5  1,180,238 18.1  226,875 4.6 

４．自己株式   △99,404 △2.5  △1,534,420 △23.5  △99,404 △2.0 

  株主資本合計   3,286,179 81.0  2,988,802 45.7  3,429,130 69.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券 

評価差額金 
  ― ―  △422 0.0  ― ― 

Ⅲ 新株予約権   ― ―  18,239 0.3  ― ― 

  純資産合計   3,286,179 81.0  3,006,619 46.0  3,429,130 69.0 

  負債純資産合計   4,056,787 100.0  6,534,982 100.0  4,971,418 100.0 
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(訂正後) 

 
 

 
前第３四半期会計期間末 
（平成18年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

 金額（千円） 
構成比 

（％）  金額（千円） 
構成比 

（％） 金額（千円） 
構成比 

（％） 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   1,750,294 43.1  1,799,831 27.5  1,779,169 35.8 

２．資本剰余金           

(1)資本準備金  1,392,627   20,662   1,421,502   

(2)その他資本剰余金  100,987   1,522,490   100,987   

資本剰余金合計   1,493,615 36.8  1,543,152 23.6  1,522,490 30.6 

３．利益剰余金           

(1)その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  141,673   1,180,238   226,875   

利益剰余金合計   141,673 3.5  1,180,238 18.1  226,875 4.6 

４．自己株式   △99,404 △2.5  △1,534,420 △23.5  △99,404 △2.0 

  株主資本合計   3,286,179 81.0  2,988,802 45.7  3,429,130 69.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券 

評価差額金 
  ― ―  △422 0.0  ― ― 

Ⅲ 新株予約権   ― ―  18,239 0.3  ― ― 

  純資産合計   3,286,179 81.0  3,006,619 46.0  3,429,130 69.0 

  負債純資産合計   4,056,787 100.0  6,534,982 100.0  4,971,418 100.0 
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②【50ページ】 

(3) 四半期株主資本等変動計算書 

 

(訂正前) 

当第３四半期会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19年 12月 31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

資本準備金 
その他資 

本剰余金 

その他利益 

剰余金 

繰越利益 
剰余金 

平成19年３月31日残高（千円） 1,779,169 1,421,502 100,987 226,875 △99,404 3,429,130 

第３四半期会計期間中の変動額       

 新株の発行 20,662 20,662 ― ― ― 41,325 

 剰余金の配当 ― ― ― △121,478 ― △121,478 

 第３四半期純利益 ― ― ― 1,074,841 ― 1,074,841 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △1,435,016 △1,435,016 

 株主資本以外の項目の第３四

半期会計期間中の変動額（純

額） 

― ― ― ― ― ― 

第３四半期会計期間中の変動 

額合計（千円） 
20,662 20,662 ― 953,362 △1,435,016 △440,328 

平成19年12月31日残高（千円） 1,799,831 1,442,165 100,987 1,180,238 △1,534,420 2,988,802 
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(訂正後) 

当第３四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

資本準備金 
その他資 

本剰余金 

その他利益 

剰余金 

繰越利益 

剰余金 

平成19年３月31日残高（千円） 1,779,169 1,421,502 100,987 226,875 △99,404 3,429,130 

第３四半期会計期間中の変動額       

 新株の発行 20,662 20,662 ― ― ― 41,325 

 剰余金の配当 ― ― ― △121,478 ― △121,478 

 第３四半期純利益 ― ― ― 1,074,841 ― 1,074,841 

 自己株式の取得 ― ― ― ― △1,435,016 △1,435,016 

 資本準備金取崩 ― △1,421,502 1,421,502 ― ― ― 

 株主資本以外の項目の第３四
半期会計期間中の変動額（純

額） 

― ― ― ― ― ― 

第３四半期会計期間中の変動 

額合計（千円） 
20,662 △1,400,840 1,421,502 953,362 △1,435,016 △440,328 

平成19年12月31日残高（千円） 1,799,831 20,662 1,522,490 1,180,238 △1,534,420 2,988,802 
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(３)平成 20年３月期 決算短信 

①【14ページ】 

２．企業集団の状況 

（２）関係会社の状況 

 

(訂正前)                         （平成 20 年３月 31日現在） 

事業セグメント 会社名 当社との関係 
主要な 

事業の内容 
資本金 
（千円） 

議決権の 

所有割合

(％) 

インターネット 

関連事業 

(省略)     

㈱フラクタリスト 連結子会社 

携帯電話向け広告配信サービス事業 

694,275 46.3 

モバイル関連事業の企画・開発・運用  

(省略)     

 

(訂正後)                       （平成 20 年３月 31日現在） 

事業セグメント 会社名 当社との関係 
主要な 

事業の内容 
資本金 
（千円） 

議決権の 

所有割合

(％) 

インターネット 

関連事業 

(省略)     

㈱フラクタリスト 連結子会社 

携帯電話向け広告配信サービス事業 

694,425 46.3 

モバイル関連事業の企画・開発・運用  

(省略)     

 

 

②【29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 

 

(訂正前) 

項目 

前連結会計年度 

（ 自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（ 自 平成19年４月１日 
    至 平成20年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数     15社 (1)連結子会社の数     20社 

 (2)他の会社の議決権の過半数を自己の計算において

所有しているにもかかわらず当該他の会社等を

連結子会社としなかった場合の当該他の会社の

名称等 

(2)他の会社の議決権の過半数を自己の計算において

所有しているにもかかわらず当該他の会社等を

連結子会社としなかった場合の当該他の会社の

名称等 

 ㈱メタキャスト ㈱メタキャスト 

   

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の関連会社数 ４社 (1)持分法適用の関連会社数 ４社 

 (2)他の会社の議決権の過半数を自己の計算におい

て所有しているにもかかわらず当該他の会社等

を持分法適用会社としなかった場合の当該他の

会社の名称等 

(2)他の会社の議決権の過半数を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわらず当該他の会社

等を持分法適用会社としなかった場合の当該他

の会社の名称等 

 ㈱メタキャスト ㈱メタキャスト 
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(訂正後) 

項目 

前連結会計年度 

（ 自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（ 自 平成19年４月１日 

    至 平成20年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数     15社 (1)連結子会社の数     20社 

 (2)他の会社の議決権の過半数を自己の計算において

所有しているにもかかわらず当該他の会社等を

連結子会社としなかった場合の当該他の会社の

名称等 

(2)他の会社の議決権の過半数を自己の計算において

所有しているにもかかわらず当該他の会社等を

連結子会社としなかった場合の当該他の会社の

名称等 

 ㈱メタキャスト ㈱メタキャスト 

㈱レイヤゼロ 

   

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の関連会社数 ４社 (1)持分法適用の関連会社数 ４社 

 (2)他の会社の議決権の過半数を自己の計算におい

て所有しているにもかかわらず当該他の会社等

を持分法適用会社としなかった場合の当該他の

会社の名称等 

(2)他の会社の議決権の過半数を自己の計算にお

いて所有しているにもかかわらず当該他の会社

等を持分法適用会社としなかった場合の当該他

の会社の名称等 

 ㈱メタキャスト ㈱メタキャスト 

㈱レイヤゼロ 

 

以 上 

 

■本リリースに関するお問い合わせ  

ｎｇｉ ｇｒｏｕｐ株式会社 IR担当 

Tel:03-5572-6202  Email： ngi-ir@ngigroup.com 


