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平成22年11月９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 代表取締役会長兼社長 落合 正美

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 4835）
問 合 せ 先
役職・氏名 取締役業務部長 久保 亮三
電 話 03-5779-5080

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年８月期 決算短信」の一部訂正

および一部追加（役員の異動）に関するお知らせ

平成22年10月20日にお知らせいたしました「平成22年８月期 決算短信」の記載事項に一
部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。（訂正箇所には下線を付しており
ます。）

また、当社は、平成22年11月９日開催の当社取締役会において、上記決算短信発表時に
未確定でありました役員の異動について決議いたしましたので、合わせてお知らせいたし
ます。

なお、下記の異動を含む取締役および監査役の選任につきましては、平成22年11月25日
開催予定の当社第15回定時株主総会における承認を経て、正式に決定するものであります。

記

１．訂正理由
「平成22年８月期 決算短信」の記載事項に一部誤りがありましたので、関連する箇所の
訂正を行うものであります。主な訂正理由は、以下のとおりであります。

（１）個別財務諸表において、子会社 Index Europe Holdings Limited 株式の株式評価損
4,875 百万円および持分法適用会社 GRENOBLE FOOT 38 SASP 株式の株式評価損追加計上
40 百万円によるもの。（本件による連結財務諸表への影響はございません。）

（２）連結損益計算書において、特別損益「貸倒引当金戻入」1,028 百万円を特別利益と特
別損失の両科目に加算計上したことによるもの。

（３）連結財務諸表において、流動負債「製品保証引当金」80百万円を固定負債「製品保
証引当金」に区分変更したことによるもの。

（４）連結財務諸表において、固定資産「敷金保証金」68百万円と固定負債「その他」を
相殺消去したことによるもの。

（５）その他、科目間区分調整等のほか、錯誤による金額訂正によるもの。
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２．訂正内容
<１ページ>

【訂正前】
(2) 連結財政状態

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

22 年 8月期 40,342 6,044 12.9 1,362.05

21 年 8 月期 56,682 17,243 19.0 3,081.55

【訂正後】
(2) 連結財政状態

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

22 年 8 月期 40,274 6,044 13.0 1,362.05

21 年 8 月期 56,682 17,243 19.0 3,081.55

<２ページ>

【訂正前】
(2) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

22 年 8 月期 823 248.7 △470 ― △759 13.0 △8,747 ―

21 年 8 月期 236 462.7 △1,083 ― △8,701 19.0 △24,585 ―

1 株当たり当期純利益
潜在株式調整後 1株当たり当期純

利益

円 銭 円 銭

22 年 8 月期 △2,430.18 ―

21 年 8 月期 △8,681.27 ―

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

22 年 8 月期 33,502 7,534 22.4 1,966.96

21 年 8 月期 35,569 15,015 42.2 4,296.58

（参考） 自己資本 22 年 8月期 7,534 百万円 21年 8月期 15,015 百万円

【訂正後】
(2) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

22 年 8 月期 823 248.7 △470 ― △1,493 13.0 △13,663 ―

21 年 8 月期 236 462.7 △1,083 ― △8,701 19.0 △24,585 ―

1 株当たり当期純利益
潜在株式調整後 1株当たり当期純

利益

円 銭 円 銭

22 年 8 月期 △3,795.89 ―

21 年 8 月期 △8,681.27 ―
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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

22 年 8 月期 28,586 2,618 9.2 683.56

21 年 8 月期 35,569 15,015 42.2 4,296.58

（参考） 自己資本 22 年 8月期 2,618 百万円 21 年 8月期 15,015 百万円

<５ページ>

【訂正前】
（２）財政状態の分析

（資産）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に対し、16,340 百万円減少の 40,342 百万円となりました。

その主な要因は、有形固定資産、投資その他の資産（敷金保証金）などの減少の影響によるものです。

（負債）

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に対し、5,140 百万円減少の 34,298 百万円となりました。そ

の主な要因は、支払手形及び買掛金、未払金、長期借入金の減少の影響によるものです。

【訂正後】
（２）財政状態の分析

（資産）

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に対し、16,407 百万円減少の 40,274 百万円となりました。

その主な要因は、有形固定資産、投資その他の資産（敷金保証金）などの減少の影響によるものです。

（負債）

当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に対し、5,208 百万円減少の 34,229 百万円となりました。そ

の主な要因は、支払手形及び買掛金、未払金、長期借入金の減少の影響によるものです。

<14、15、17 ページ>

【訂正前】

（14 ページ）
（１）連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

資産の部

流動資産

―省略―

流動資産合計 25,746 21,694

固定資産

―省略―

有形固定資産合計 4,341 751

無形固定資産

―省略―

無形固定資産合計 1,465 4,148

投資その他の資産

投資有価証券 19,393 13,028
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長期貸付金 11,404 12,285

繰延税金資産 432 348

敷金及び保証金 3,338 761

その他 3,216 2,800

貸倒引当金 △12,655 △15,475

投資その他の資産合計 25,129 13,749

固定資産合計 30,936 18,648

資産合計 56,682 40,342

（15 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,622 2,631

短期借入金 24,260 25,823

未払金 3,342 1,788

未払法人税等 780 698

賞与引当金 215 200

繰延税金負債 1 －

返品調整引当金 － 80

製品保証引当金 39 68

債務保証損失引当金 － 180

係争引当金 228 49

その他 2,835 2,036

流動負債合計 36,325 33,557

固定負債

長期借入金 1,448 162

退職給付引当金 53 61

役員退職慰労引当金 33 －

係争引当金 565 301

繰延税金負債 208 2

負ののれん 1 －

その他 802 212

固定負債合計 3,113 740

負債合計 39,438 34,298

純資産の部

―省略―

純資産合計 17,243 6,044

負債純資産合計 56,682 40,342

（17 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

特別利益

持分変動利益 1,151 －

関係会社株式売却益 1,931 1,364
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投資有価証券売却益 91 83

貸倒引当金戻入額 731 －

その他 118 279

特別利益合計 4,024 1,728

特別損失

固定資産売却損 16 46

固定資産除却損 439 120

減損損失 3,396 784

投資有価証券評価損 637 2,668

関係会社株式売却損 1,506 2,668

たな卸資産除却損 427 －

貸倒引当金繰入額 2,573 2,227

事業撤退損 1,789 1,517

その他 4,409 2,834

特別損失合計 15,197 10,199

【訂正後】

（14 ページ）
４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

資産の部

流動資産

―省略―

流動資産合計 25,746 21,694

固定資産

―省略―

有形固定資産合計 4,341 751

無形固定資産

―省略―

無形固定資産合計 1,465 4,148

投資その他の資産

投資有価証券 19,393 13,028

長期貸付金 11,404 12,285

繰延税金資産 432 348

敷金及び保証金 3,338 693

その他 3,216 2,800

貸倒引当金 △12,655 △15,475

投資その他の資産合計 25,129 13,680

固定資産合計 30,936 18,580

資産合計 56,682 40,274
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（15 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,622 2,631

短期借入金 24,260 25,823

未払金 3,342 1,788

未払法人税等 780 698

賞与引当金 215 200

繰延税金負債 1 －

返品調整引当金 39 68

債務保証損失引当金 － 180

係争引当金 228 49

その他 2,835 2,036

流動負債合計 36,325 33,477

固定負債

長期借入金 1,448 162

退職給付引当金 53 61

役員退職慰労引当金 33 －

係争引当金 565 301

繰延税金負債 208 2

製品保証引当金 － 80

負ののれん 1 －

その他 802 143

固定負債合計 3,113 752

負債合計 39,438 34,229

純資産の部

―省略―

純資産合計 17,243 6,044

負債純資産合計 56,682 40,274

（17 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

特別利益

持分変動利益 1,151 －

関係会社株式売却益 1,931 1,364

投資有価証券売却益 91 83

貸倒引当金戻入額 731 1,028

その他 118 279

特別利益合計 4,024 2,756

特別損失

固定資産売却損 16 46

固定資産除却損 439 120

減損損失 3,396 784
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投資有価証券評価損 637 2,668

関係会社株式売却損 1,506 2,668

たな卸資産除却損 427 －

貸倒引当金繰入額 2,573 3,256

事業撤退損 1,789 1,517

その他 4,409 2,834

特別損失合計 15,197 11,228

<18、19、20 ページ>

【訂正前】

（18 ページ）
（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成 20 年９月１日

至 平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(自 平成 21 年９月１日

至 平成 22 年８月 31 日)

株主資本

資本金

―省略―

当期末残高 39,379 39,379

資本剰余金

―省略―

当期末残高 33,490 36,747

利益剰余金

―省略―

当期末残高 △68,111 △75,638

自己株式

前期末残高 △236 △236

当期変動額

自己株式の処分 － 236

当期末残高 △236 －

株主資本合計

前期末残高 25,469 4,521

在外子会社の会計処理に伴う増減 △15,139 －

当期変動額

新株の発行 4,081 －

株式交換による増加 － 3,257

当期純損失（△） △14,383 △7,376

（19 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

新規連結に伴う増加 10 －

新規連結に伴う減少 △0 －

連結除外に伴う増加 4,863 0
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連結除外に伴う減少 △381 △111

持分法適用会社減少に伴う増加 － 18

持分法適用会社減少に伴う減少 － △57

自己株式の処分 － 236

当期変動額合計 △5,809 △4,032

当期末残高 4,521 488

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

―省略―

当期末残高 4,063 1,709

為替換算調整勘定

―省略―

当期末残高 2,184 3,018

評価・換算差額等合計

―省略―

当期末残高 6,248 4,728

新株予約権

―省略―

当期末残高 186 147

少数株主持分

―省略―

当期末残高 6,288 679

（20 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

純資産合計

前期末残高 43,992 17,243

在外子会社の会計処理に伴う増減 △15,139 －

当期変動額

新株の発行 4,081 －

株式交換による増加 － 3,257

当期純損失（△） △14,383 △7,376

新規連結に伴う増加 10 －

新規連結に伴う減少 △0 －

連結除外に伴う増加 4,863 0

連結除外に伴う減少 △381 △111

持分法適用会社減少に伴う増加 － 18

持分法適用会社減少に伴う減少 － △57

自己株式の処分 － 236

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,799 △7,166

当期変動額合計 △11,608 △11,198

当期末残高 17,243 6,044
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【訂正後】

（18 ページ）
（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

株主資本

資本金

―省略―

当期末残高 39,379 39,379

資本剰余金

―省略―

当期末残高 33,490 36,747

利益剰余金

―省略―

当期末残高 △68,111 △75,638

自己株式

前期末残高 △236 △236

当期変動額

株式交換による増加 － 236

当期末残高 △236 －

株主資本合計

前期末残高 25,469 4,521

在外子会社の会計処理に伴う増減 △15,139 －

当期変動額

新株の発行 4,081 －

株式交換による増加 － 3,494

当期純損失（△） △14,383 △7,376

新規連結に伴う増加 10 －

新規連結に伴う減少 △0 －

連結除外に伴う増加 4,863 0

連結除外に伴う減少 △381 △111

持分法適用会社減少に伴う増加 － 18

持分法適用会社減少に伴う減少 － △57

当期変動額合計 △5,809 △4,032

当期末残高 4,521 488

（19 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

新規連結に伴う増加 10 －

新規連結に伴う減少 △0 －

連結除外に伴う増加 4,863 0

連結除外に伴う減少 △381 △111

持分法適用会社減少に伴う増加 － 18
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持分法適用会社減少に伴う減少 － △57

当期変動額合計 △5,809 △4,032

当期末残高 4,521 488

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

―省略―

当期末残高 4,063 1,709

為替換算調整勘定

―省略―

当期末残高 2,184 3,018

評価・換算差額等合計

―省略―

当期末残高 6,248 4,728

新株予約権

―省略―

当期末残高 186 147

少数株主持分

―省略―

当期末残高 6,288 679

（20 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

純資産合計

前期末残高 43,992 17,243

在外子会社の会計処理に伴う増減 △15,139 －

当期変動額

新株の発行 4,081 －

株式交換による増加 － 3,494

当期純損失（△） △14,383 △7,376

新規連結に伴う増加 10 －

新規連結に伴う減少 △0 －

連結除外に伴う増加 4,863 0

連結除外に伴う減少 △381 △111

持分法適用会社減少に伴う増加 － 18

持分法適用会社減少に伴う減少 － △57

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,799 △7,166

当期変動額合計 △11,608 △11,198

当期末残高 17,243 6,044
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<21、22 ページ>

【訂正前】

（21 ページ）
（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △16,284 △7,163

減価償却費 2,935 1,659

減損損失 3,396 784

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,891 2,050

返品債権特別勘定の増減額 △6 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） 14 32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 18

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23 △33

係争引当金の増減額 166 △350

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 180

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 80

のれん及び負ののれん償却額 △572 △128

受取利息及び受取配当金 △678 △476

支払利息 1,640 1,184

為替差損益（△は益） 980 171

株式交付費 22 －

投資有価証券売却損益（△は益） 2,459 △584

投資有価証券評価損益（△は益） 3,964 3,214

関係会社株式売却損益（△は益） △425 △1,357

関係会社株式評価損 691 398

持分法による投資損益（△は益） 267 407

持分変動損益（△は益） △1,151 0

固定資産除売却損益（△は益） 450 154

売上債権の増減額（△は増加） 3,738 △1,057

たな卸資産の増減額（△は増加） 457 △50

仕入債務の増減額（△は減少） △4,340 △1,134

未払消費税等の増減額（△は減少） 293 △369

その他 1,071 3,709

小計 978 1,328

利息及び配当金の受取額 550 1,135

利息の支払額 △1,919 △1,892

法人税等の支払額 △508 △838

営業活動によるキャッシュ・フロー △898 △266
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（22 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

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 △1,791 △692

有形固定資産の売却による収入 57 145

ソフトウエアの取得による支出 △783 △2,112

有価証券の償還による収入 584 185

投資有価証券の取得による支出 △4,965 △2,230

投資有価証券の売却による収入 9,589 1,451

関係会社株式の取得による支出 △1,219 △909

関係会社株式の売却による収入 345 4,694

新規連結子会社の取得による収支 － △478

連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収

支
1,018 1,210

貸付けによる支出 △8,799 △10,264

貸付金の回収による収入 6,056 7,831

定期預金の預入による支出 △445 △340

定期預金解約による収入 799 －

その他 △827 △903

投資活動によるキャッシュ・フロー △380 △2,412

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（△は減少） △11,852 2,150

長期借入れによる収入 117 57

長期借入金の返済による支出 △2,242 △1,915

リース債務の支払による支出 △175 △144

社債の償還による支出 △1,510 －

株式の発行による収入 4,081 －

少数株主への株式の発行による収入 7,193 29

子会社の自己株式の取得による支出 △0 △33

配当金の支払額 △5 △13

少数株主への配当金の支払額 △35 △0

その他 △97 30

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,526 161

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75 △128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,880 △2,646

現金及び現金同等物の期首残高 13,075 5,894

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少）
△1,299 53

現金及び現金同等物の期末残高 5,894 3,301
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【訂正後】

（21 ページ）
（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △16,284 △7,163

減価償却費 2,935 1,628

減損損失 3,396 784

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,891 2,050

返品債権特別勘定の増減額 △6 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） 14 32

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 18

賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23 △33

係争引当金の増減額 166 △350

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － 180

製品保証引当金の増減額（△は減少） － 80

のれん及び負ののれん償却額 △572 △98

受取利息及び受取配当金 △678 △476

支払利息 1,640 1,184

為替差損益（△は益） 980 171

株式交付費 22 －

投資有価証券売却損益（△は益） 2,459 △584

投資有価証券評価損益（△は益） 3,964 3,214

関係会社株式売却損益（△は益） △425 △1,357

関係会社株式評価損 691 398

持分法による投資損益（△は益） 267 407

持分変動損益（△は益） △1,151 0

固定資産除売却損益（△は益） 450 154

売上債権の増減額（△は増加） 3,738 △1,057

たな卸資産の増減額（△は増加） 457 △50

仕入債務の増減額（△は減少） △4,340 △1,134

未払消費税等の増減額（△は減少） 293 △369

その他 1,071 3,709

小計 978 1,328

利息及び配当金の受取額 550 1,135

利息の支払額 △1,919 △1,892

法人税等の支払額 △508 △1,061

法人税等の還付額 － 223

営業活動によるキャッシュ・フロー △898 △266
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（22 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

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 △1,791 △692

有形固定資産の売却による収入 57 145

ソフトウエアの取得による支出 △783 △2,112

有価証券の償還による収入 584 185

投資有価証券の取得による支出 △4,965 △2,230

投資有価証券の売却による収入 9,589 1,431

関係会社株式の取得による支出 △1,219 △909

関係会社株式の売却による収入 345 4,713

新規連結子会社の取得による収支 － △478

連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収

支
1,018 1,210

貸付けによる支出 △8,799 △10,264

貸付金の回収による収入 6,056 7,831

定期預金の預入による支出 △445 △263

定期預金解約による収入 799 －

その他 △827 △980

投資活動によるキャッシュ・フロー △380 △2,412

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（△は減少） △11,852 2,150

長期借入れによる収入 117 57

長期借入金の返済による支出 △2,242 △1,915

リース債務の支払による支出 △175 △144

社債の償還による支出 △1,510 －

株式の発行による収入 4,081 －

少数株主への株式の発行による収入 7,193 29

子会社の自己株式の取得による支出 △0 △33

配当金の支払額 △5 △0

少数株主への配当金の支払額 △35 △13

その他 △97 30

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,526 161

現金及び現金同等物に係る換算差額 △75 △128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,880 △2,646

現金及び現金同等物の期首残高 13,075 5,894

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減

額（△は減少）
△1,299 53

現金及び現金同等物の期末残高 5,894 3,301
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<26 ページ>

【訂正前】

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

２．持分法の適用に関する事

項

－省略－

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

㈱インデックス沖縄

㈱テモ

Index Middle East Limited

他 16 社

同左

【訂正後】

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

２．持分法の適用に関する事

項

－省略－

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち主要な会社等の名称

㈱インデックス沖縄

㈱テモ

Index Middle East Limited

他 15 社

同左

<28 ページ>

【訂正前】

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

４．会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

③ たな卸資産

－省略－

③ たな卸資産

同左

【訂正後】

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

４．会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

③ たな卸資産

－省略－

③ たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）によっております。

商品……主に個別原価法又は移動平均法

による原価法

製品……主に個別原価法又は移動平均法

による原価法

原材料…主に移動平均法による原価法
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仕掛品…主に個別原価法

貯蔵品…主に個別原価法又は最終仕入原

価法

<30 ページ>

【訂正前】

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

(4)重要な引当金の計上基準 ② 返品調整引当金

－省略－

② 返品調整引当金

＿＿＿＿＿

【訂正後】
前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

(4)重要な引当金の計上基準 ② 返品調整引当金

－省略－

② 返品調整引当金

同左

<31 ページ>

【訂正前】

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

(4)重要な引当金の計上基準 ＿＿＿＿＿ （追加情報）

－省略－

これにより、従来の方法による場合と比

較して、税金等調整前当期純利益は 80 百万

円減少しています。

【訂正後】
前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

(4)重要な引当金の計上基準 ＿＿＿＿＿ （追加情報）

－省略－

これにより、従来の方法による場合と比

較して、税金等調整前当期純損失は 80 百万

円増加しています。
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<36 ページ>

【訂正前】
当連結会計年度（自 平成 21 年９月１日 至 平成 22 年８月 31 日）

モバイル＆ソリ

ューション事業

（百万円）

エンタテイメン

ト事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

－省略－

Ⅱ 資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支

出

資産 16,136 13,950 30,087 10,255 40,342

減価償却費 812 821 1,633 25 1,659

減損損失 381 403 784 － 784

資本的支出 1,820 1,346 3,166 13 3,180

【訂正後】
当連結会計年度（自 平成 21 年９月１日 至 平成 22 年８月 31 日）

モバイル＆ソリ

ューション事業

（百万円）

エンタテイメン

ト事業

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

－省略－

Ⅱ 資産、減価償却費、

減損損失及び資本的支

出

資産 16,136 13,882 30,018 10,255 40,274

減価償却費 812 821 1,633 25 1,659

減損損失 381 403 784 － 784

資本的支出 1,820 1,346 3,166 13 3,180

<37 ページ>

【訂正前】
当連結会計年度（自 平成 21 年９月１日 至 平成 22 年８月 31 日）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

欧州

（百万円）

アジア

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

－省略－

計 27,390 3,299 4,214 81 34,985 (△250) 34,735

営業費用 25,135 2,861 4,131 97 32,225 △261 31,963

営業利益又は営業

損失（△）
2,254 437 83 △15 2,759 11 2,771

Ⅱ 資産 27,310 1,961 2,605 527 32,406 7,936 40,342
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【訂正後】
当連結会計年度（自 平成 21 年９月１日 至 平成 22 年８月 31 日）

日本

（百万円）

北米

（百万円）

欧州

（百万円）

アジア

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

－省略－

計 27,390 3,299 4,214 81 34,985 (△250) 34,735

営業費用 23,851 2,861 4,131 97 30,941 1,022 31,963

営業利益又は営業

損失（△）
3,538 437 83 △15 4,043 △1,272 2,771

Ⅱ 資産 27,242 1,961 2,605 527 32,338 7,936 40,274

<39 ページ>

【訂正前】
（重要な後発事象）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

－省略－

１．当社は、平成 22 年８月 30 日開催の当社取締役会にお

いて、当社の連結子会社である株式会社インデックス（以

下、「インデックス」といいます。）および当社の 100％子

会社である株式会社アトラス（以下、「アトラス」といいま

す。）の２社を吸収合併（以下、「本件合併」といいます。）

することを決議いたしました。その概要は次のとおりであ

ります。

－省略－

【訂正後】
（重要な後発事象）

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

－省略－

１．当社は、平成 22 年８月 30 日開催の当社取締役会にお

いて、当社の連結子会社である株式会社インデックス（以

下、「インデックス」といいます。）および当社の 100％子

会社である株式会社アトラス（以下、「アトラス」といいま

す。）の２社を吸収合併（以下、「本件合併」といいます。）

することを決議し、平成 22 年 10月１日付で本件合併が実

施されました。これにより、当社は吸収合併存続会社とな

り、インデックスおよびアトラスは、吸収合併消滅会社と

して解散いたしました。その概要は次のとおりであります。

－省略－



19

<41 ページ>

【訂正前】

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

－省略－
（７）合併当事会社の概要

（存続会社）

会社名 株式会社インデックス・ホールディングス

－省略－

純資産
17,243 百万円（連結）

（平成 21 年８月 31 日現在）

総資産
56,682 百万円（連結）

（平成 21 年８月 31 日現在）

－省略－

【訂正後】

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

－省略－
（７）合併当事会社の概要

（存続会社）

会社名 株式会社インデックス・ホールディングス

－省略－

純資産
6,044 百万円（連結）

（平成 22 年８月 31 日現在）

総資産
40,274 百万円（連結）

（平成 22 年８月 31 日現在）

－省略－
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<42 ページ>

【訂正前】

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

－省略－
（消滅会社）

会社名 株式会社インデックス 株式会社アトラス

－省略－

純資産
6,744 百万円（平成 21 年

７月 31 日現在）

8,980 百万円（連結）（平

成 21 年７月 31 日現在）

総資産
12,786 百万円（平成 21 年

７月 31 日現在）

13,967 百万円（連結）（平

成 21 年７月 31 日現在）

－省略－

【訂正後】
前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

－省略－
（消滅会社）

会社名 株式会社インデックス 株式会社アトラス

－省略－

純資産
6,365 百万円（平成 22 年

７月 31 日現在）

7,546 百万円（平成 22 年

７月 31 日現在）

総資産
11,216 百万円（平成 22 年

７月 31 日現在）

9,122 百万円（平成 22 年

７月 31 日現在）

－省略－
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<43、44 ページ>

【訂正前】
前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

－省略－
－省略－

（１）合併の目的

イー・エスは、当社のデジタルネットワーク事業におい

て、回線切替装置などの製造開発販売を行い、当社の開発

も受託しております。ネットモバイルは、音声・データ通

信カードなどの端末開発を行っております。しかし、ネッ

トモバイルにおいては、今期より特定主要取引先との取引

契約が満了するとともにその他の取引も減少したことによ

り、事業の休止状態が続いておりました。

また、当社グループが属する情報通信関連市場におきまし

ては、成熟期を迎えるなか、各通信事業者においての携帯

電話端末の多様な販売方法が導入、お客様獲得に向けたサ

ービスの向上などにおいても、競争や差別化が一段と激し

さを増しております。

これまで当社グループは、当社と子会社２社において、各

ニーズに応えるべく各社の特化した技術および特色をグル

ープ会社として事業展開する戦略を図っておりました。

－省略－

（３）合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、子会社２社は解

散します。なお、本合併は、当社においては会社法 796 条

第３項の規定（簡易合併）により、株式会社ネットインデ

ックス・イー・エス、および株式会社ネットモバイルにお

いては会社法 784 条第１項の規定（略式合併）により、そ

れぞれ合併承認株主総会は開催いたしません。

－省略－

（４）合併に係わる割当ての内容

当社完全子会社との合併であるため、本合併による新株

式の発行及び合併交付金の支払は行いません。

－省略－
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【訂正後】

前連結会計年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当連結会計年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

－省略－
－省略－

（１）合併の目的

イー・エスは、ネットインデックスのデジタルネットワ

ーク事業において、回線切替装置などの製造開発販売を行

い、ネットインデックスの開発も受託しております。ネッ

トモバイルは、音声・データ通信カードなどの端末開発を

行っております。しかし、ネットモバイルにおいては、今

期より特定主要取引先との取引契約が満了するとともにそ

の他の取引も減少したことにより、事業の休止状態が続い

ておりました。

また、ネットインデックスグループが属する情報通信関連

市場におきましては、成熟期を迎えるなか、各通信事業者

においての携帯電話端末の多様な販売方法が導入、お客様

獲得に向けたサービスの向上などにおいても、競争や差別

化が一段と激しさを増しております。

これまでネットインデックスグループは、ネットインデッ

クスと子会社２社において、各ニーズに応えるべく各社の

特化した技術および特色をグループ会社として事業展開す

る戦略を図っておりました。

－省略－

（３）合併の方法

ネットインデックスを存続会社とする吸収合併方式で、

子会社２社は解散します。なお、本合併は、ネットインデ

ックスにおいては会社法 796 条第３項の規定（簡易合併）

により、イー・エス、およびネットモバイルにおいては会

社法 784 条第１項の規定（略式合併）により、それぞれ合

併承認株主総会は開催いたしません。

－省略－

（４）合併に係わる割当ての内容

ネットインデックス完全子会社との合併であるため、本

合併による新株式の発行及び合併交付金の支払は行いませ

ん。

－省略－
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<47、48 ページ>

【訂正前】

（47 ページ）
４．個別財務諸表

（１）貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 862 1,075

貯蔵品 0 1

前払費用 113 120

未収入金 1,284 593

短期貸付金 3,476 1,284

関係会社短期貸付金 1,930 1,076

その他 292 81

貸倒引当金 △2,891 △382

流動資産合計 5,069 3,851

固定資産

有形固定資産

－省略－

有形固定資産合計 21 27

無形固定資産

－省略－

無形固定資産合計 80 49

投資その他の資産

投資有価証券 13,435 9,393

関係会社株式 17,556 21,630

長期貸付金 8,542 9,710

関係会社長期貸付金 1,351 3,627

敷金及び保証金 168 191

ゴルフ会員権 1 1

長期未収入金 911 947

その他 170 105

貸倒引当金 △11,739 △16,032

投資その他の資産合計 30,397 29,574

固定資産合計 30,500 29,650

資産合計 35,569 33,502

（48 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

負債の部

流動負債

短期借入金 20,001 23,471

未払金 493 2,181
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未払費用 7 4

未払法人税等 3 36

預り金 － －

その他 47 27

貸倒引当金 △2,891 △382

流動負債合計 20,554 25,967

負債合計 20,554 25,967

純資産の部

株主資本

資本金 39,379 39,379

資本剰余金

資本準備金 12,325 15,736

その他資本剰余金 21,164 21,011

資本剰余金合計 33,490 36,747

利益剰余金 2 2

利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △61,548 △70,296

利益剰余金合計 △61,546 △70,294

自己株式 △236 －

株主資本合計 11,086 5,832

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,929 1,701

評価・換算差額等合計 3,929 1,701

純資産合計 15,015 7,534

負債純資産合計 35,569 33,502

【訂正後】

（47 ページ）
４．個別財務諸表

（１）貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 862 1,075

貯蔵品 0 1

前払費用 113 120

未収入金 1,284 610

短期貸付金 3,476 1,284

関係会社短期貸付金 1,930 1,076

その他 292 64

貸倒引当金 △2,891 △382

流動資産合計 5,069 3,851

固定資産

有形固定資産
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－省略－

有形固定資産合計 21 27

無形固定資産

－省略－

無形固定資産合計 80 49

投資その他の資産

投資有価証券 13,435 9,393

関係会社株式 17,556 16,714

長期貸付金 8,542 9,710

関係会社長期貸付金 1,351 3,627

敷金及び保証金 168 191

ゴルフ会員権 1 1

長期未収入金 911 947

その他 170 105

貸倒引当金 △11,739 △16,032

投資その他の資産合計 30,397 24,658

固定資産合計 30,500 24,734

資産合計 35,569 28,586

（48 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

負債の部

流動負債

短期借入金 20,001 20,151

関係会社短期借入金 － 3,320

未払金 493 2,181

未払費用 7 4

未払法人税等 3 36

預り金 － －

その他 47 27

貸倒引当金 △2,891 △382

流動負債合計 20,554 25,967

負債合計 20,554 25,967

純資産の部

株主資本

資本金 39,379 39,379

資本剰余金

資本準備金 12,325 15,736

その他資本剰余金 21,164 21,011

資本剰余金合計 33,490 36,747

利益剰余金 2 2

利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △61,548 △75,211

利益剰余金合計 △61,546 △75,209
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自己株式 △236 －

株主資本合計 11,086 917

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,929 1,701

評価・換算差額等合計 3,929 1,701

純資産合計 15,015 2,618

負債純資産合計 35,569 28,586

<49、50 ページ>

【訂正前】

（49 ページ）
（２）損益計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

営業収益 236 823

営業原価 － 110

営業費用

役員報酬 87 47

給与手当 353 429

外部委託費 242 212

支払手数料 109 96

減価償却費 6 4

顧問料 84 73

租税公課 96 －

その他 340 320

営業費用合計 1,319 1,184

営業損失（△） △1,083 △470

営業外収益

受取利息 304 278

有価証券利息 52 －

受取配当金 167 99

投資有価証券売却益 493 535

貸倒引当金戻入額 － 1,394

その他 100 455

営業外収益合計 1,118 2,763

営業外費用

支払利息 1,289 944

株式交付費 15 －

為替差損 743 84

投資有価証券売却損 1,920 33

投資有価証券評価損 3,282 541

貸倒引当金繰入額 － 1,090

その他 1,484 357

営業外費用合計 8,735 3,052

経常利益又は経常損失（△） △8,701 △759
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特別利益

関係会社株式売却益 372 129

貸倒引当金戻入額 696 －

その他 10 37

特別利益合計 1,080 166

（50 ページ）
（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

特別損失

関係会社株式売却損 2,117 －

関係会社株式評価損 11,145 2,348

投資有価証券評価損 － 1,461

貸倒引当金繰入額 2,468 3,506

その他 1,221 827

特別損失合計 16,951 8,144

税引前当期純損失（△） △24,572 △8,737

法人税、住民税及び事業税 114 10

法人税等還付税額 △101 －

法人税等合計 12 10

当期純損失（△） △24,585 △8,747

【訂正後】
（49 ページ）

（２）損益計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

営業収益

売上高 － 342

営業収益 236 481

営業収益合計 236 823

営業費用

売上原価 － 110

営業費用

役員報酬 87 47

給与手当 353 416

外部委託費 242 212

支払手数料 109 96

減価償却費 6 4

顧問料 84 73

租税公課 96 66

その他 340 267

営業費用合計 1,319 1,294

営業損失（△） △1,083 △470

営業外収益



28

受取利息 304 278

有価証券利息 52 －

受取配当金 167 99

投資有価証券売却益 493 535

その他 100 25

営業外収益合計 1,118 938

営業外費用

支払利息 1,289 944

株式交付費 15 －

為替差損 743 84

投資有価証券売却損 1,920 33

投資有価証券評価損 3,282 541

資金調達費用 － 294

その他 1,484 63

営業外費用合計 8,735 1,961

経常利益又は経常損失（△） △8,701 △1,493

特別利益

関係会社株式売却益 372 129

貸倒引当金戻入額 696 734

その他 10 37

特別利益合計 1,080 900

（50 ページ）

前連結会計年度

(平成 21 年８月 31 日)

当連結会計年度

(平成 22 年８月 31 日)

特別損失

関係会社株式売却損 2,117 －

関係会社株式評価損 11,145 7,264

投資有価証券評価損 － 1,461

貸倒引当金繰入額 2,468 3,670

その他 1,221 664

特別損失合計 16,951 13,060

税引前当期純損失（△） △24,572 △13,653

法人税、住民税及び事業税 114 10

法人税等還付税額 △101 －

法人税等合計 12 10

当期純損失（△） △24,585 △13,663
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<51、52、53 ページ>

【訂正前】

（51 ページ）
（３）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前事業年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当事業年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

株主資本

資本金

―省略―

当期末残高 39,379 39,379

資本剰余金

資本準備金

―省略―

当期末残高 12,325 15,736

その他資本剰余金

―省略―

当期末残高 21,164 21,011

資本剰余金合計

―省略―

当期末残高 33,490 36,747

利益剰余金

利益準備金

―省略―

当期末残高 2 2

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △36,962 △61,548

当期変動額

当期純損失（△） △24,585 △8,747

当期変動額合計 △24,585 △8,747

（52 ページ）
（単位：百万円）

前事業年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当事業年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

当期末残高 △61,548 △70,296

利益剰余金合計

前期末残高 △36,960 △61,546

当期変動額

当期純損失（△） △24,585 △8,747

当期変動額合計 △24,585 △8,747

当期末残高 △61,546 △70,294

自己株式

前期末残高 △236 △236
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当期変動額

自己株式の処分 － 236

当期末残高 △236 －

株主資本合計

前期末残高 31,590 11,086

当期変動額

新株の発行 4,081 －

株式交換による増加 － 3,257

当期純損失（△） △24,585 △8,747

自己株式の処分 － 236

当期変動額合計 △20,504 △5,253

当期末残高 11,086 5,832

（53 ページ）
（単位：百万円）

前事業年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当事業年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

純資産合計

前期末残高 31,184 15,015

当期変動額

新株の発行 4,081 －

株式交換による増加 － 3,257

当期純損失（△） △24,585 △8,747

自己株式の処分 － 236

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,335 △2,227

当期変動額合計 △16,168 △7,481

当期末残高 15,015 7,534

【訂正後】

（51 ページ）
（３）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前事業年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当事業年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

株主資本

資本金

―省略―

当期末残高 39,379 39,379

資本剰余金

資本準備金

―省略―

当期末残高 12,325 15,736

その他資本剰余金

―省略―
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当期末残高 21,164 21,011

資本剰余金合計

―省略―

当期末残高 33,490 36,747

利益剰余金

利益準備金

―省略―

当期末残高 2 2

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △36,962 △61,548

当期変動額

当期純損失（△） △24,585 △13,663

当期変動額合計 △24,585 △13,663

（52 ページ）
（単位：百万円）

前事業年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当事業年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

当期末残高 △61,548 △75,211

利益剰余金合計

前期末残高 △36,960 △61,546

当期変動額

当期純損失（△） △24,585 △13,663

当期変動額合計 △24,585 △13,663

当期末残高 △61,546 △75,209

自己株式

前期末残高 △236 △236

当期変動額

株式交換による増加 － 236

当期末残高 △236 －

株主資本合計

前期末残高 31,590 11,086

当期変動額

新株の発行 4,081 －

株式交換による増加 － 3,494

当期純損失（△） △24,585 △13,663

当期変動額合計 △20,504 △10,169

当期末残高 11,086 917

（53 ページ）
（単位：百万円）

前事業年度

(自 平成20年９月１日

至 平成21年８月31日)

当事業年度

(自 平成21年９月１日

至 平成22年８月31日)

純資産合計
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前期末残高 31,184 15,015

当期変動額

新株の発行 4,081 －

株式交換による増加 － 3,494

当期純損失（△） △24,585 △13,663

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,335 △2,227

当期変動額合計 △16,168 △12,396

当期末残高 15,015 2,618

３．役員の異動
（１）退任予定取締役

久保 亮三 （現 取締役内部統制室長兼業務部長）
丸山 正雄 （現 取締役）
田中 芳邦 （現 取締役）
富山 幹太郎（現 社外取締役）
氏家 夏彦 （現 社外取締役）
浅地 泰裕 （現 社外取締役）

（２）異動予定日
平成22年11月25日

以 上


