
 

 

平成 18 年 3 月 29 日 
各位 

プラネックスコミュニケーション株式会社 
代表取締役 久保田 克昭 

（JASDAQ コード６７８４） 
問合せ先：経営企画室 室長 小松孝彰 

TEL： 03-5766-1333 
 

「平成 18 年 12 月期 個別財務諸表の概要」の修正について 
 
平成 19 年 2 月 28 日付で発表いたしました「平成 18 年 12 月期 個別財務諸表の概要」

の記載内容について修正がありましたので、下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 
１．修正理由 
平成 19 年 2 月 28 日に発表いたしました記載内容につき、発表後有価証券報告書作成ま

での間に会計監査人による監査の過程で指摘された事項を修正するものです。 
 数字面におきましての修正に及んだ主な点につきましては、財務諸表、注記事項の各部

にわたり詳細に再検討を加え、修正をしております。 

 

２．構成 

修正箇所が多岐に渡るため、当社の個別財務諸表の概要の内容を投資家の方々に正しく

ご理解いただけるよう、異例ではございますが、次ページ以降に「個別財務諸表の概要」

の修正版を【修正後】として開示させて頂き、その中で修正箇所に下線を付して表示し、

比較のため修正前の「個別財務諸表の概要」を【修正前】として添付するという形式をと

らせていただいております。 

構成は以下の通りであります。 

 

【修正後】「平成 18 年 12 月期 個別財務諸表の概要」 ＜全体＞ 

【修正前】「平成 18 年 12 月期 個別財務諸表の概要」 ＜全体＞ 

以上 
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平成 18 年 12 月期 個別財務諸表の概要        

平成 19 年 3月 29 日 

上場会社名 プラネックスコミュニケーションズ株式会社 上場取引所    JASDAQ 

コード番号 ６７８４ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.planex.co.jp/) 
代  表  者 役職名 代表取締役    氏名 久保田 克昭 

問合せ先責任者 役職名 経営企画室長 氏名 小松 孝彰 

  TEL (03)5766－1333   

決算取締役会開催日   平成 19 年 2月 28 日 

定時株主総会開催日   平成 19 年 3月 28 日     単元株制度採用の有無  無 

 

1. 18 年 12 月期の業績（平成 18 年 1月 1日～平成 18 年 12 月 31 日） 

(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 2,303 (△22.5) △527 (  ―) △149 (  ―)

17年12月期 2,971 (△19.3) △570 (  ―) 516 (  ―)

 

 当期純利益 
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 

自己資本 

当期純利益率

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 △385 (―) △4,088 67 ― ―  △10.7 △3.2 △6.5

17年12月期 248 (―) 3,040 43 2,757 95 9.9 11.9 17.4

(注) ① 期中平均株式数 18年12月期

② 会計処理の方法の変更 有 

94,286株  17年12月期 81,685株

   ③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率 

 

(2) 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 

18年12月期 3,855 3,442 89.3 36,506 36 

17年12月期 5,603 3,741 66.8 39,680 84 

① 期末発行済株式数 18年12月期 95,630株  17年12月期 95,629株(注) 

② 期末自己株式数 18年12月期 1,344株  17年12月期 1,344株

 

2. 19 年 12 月期の業績予想（平成 19 年 1月 1日～平成 19 年 12 月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中間期 1,470 92 92

通期 3,000 170 170

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）1,803 円 2 銭 

 

3. 配当状況 

現金配当 １株当たり配当金(円) 

 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 

四半期末
期末 その他 年間 

配当金総額 

(百万円) 

配当性向 

(％) 

純資産 

配当率(％)

18年12月期 ― ― ― ―   ― ― ― ― ―

17年12月期 ― ― ― ―   ― ― ― ― 

19年12月期(予想) ― ― ― ―   ― ―   
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1. 財務諸表等 
財務諸表 

① 貸借対照表 

  
第12期 

(平成17年12月31日) 

第13期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金   1,697,715 479,919  △1,217,796

 ２ 売掛金 ※１  1,517,293 515,153  △1,002,140

 ３ 製品   231,335 361,907  130,571

 ４ 前払費用   40,786 23,598  △17,188

 ５ 為替予約   ― 1,891  1,891

 ６ オプション資産   159,824 346,513  186,688

 ７ 未収入金 ※１  ― 93,700  93,700

 ８ 未収収益 ※１  ― 20,517  20,517

 ９ 短期貸付金 ※１  ― 100,000  100,000

 10 その他 ※１  60,047 ―  △60,047

   貸倒引当金   △231 △117  114

  流動資産合計   3,706,772 66.2 1,943,083 50.4  △1,763,688

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物  18,773 18,773 ― 

    減価償却累計額  △2,238 16,535 △5,400 13,372 △3,162 △3,162

  (2) 船舶  1,190 ― △1,190 

    減価償却累計額  △964 226 ― 964 △226

  (3) 車両運搬具  34,821 28,157 △6,663 

    減価償却累計額  △19,985 14,836 △19,032 9,124 △952 △5,711

  (4) 工具器具備品  83,710 47,352 △36,357 

    減価償却累計額  △48,013 35,696 △35,043 12,309 12,970 △23,387

  (5) 建設仮勘定   63,415 ―  △63,415

   有形固定資産合計   130,709 2.3 34,807 0.9  △95,902

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア   86,581 21,724  △64,857

  (2) ソフトウェア仮勘定   6,980 ―  △6,980

  (3) 電話加入権   1,641 1,641  ―

   無形固定資産合計   95,203 1.7 23,366 0.6  △71,837
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第12期 

(平成17年12月31日) 

第13期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券   1,008,747 1,360,374  351,626

  (2) 関係会社株式   496,968 313,285  △183,682

  (3) 破産債権、更生債権 

    その他これらに準ずる 

    債権 

  450 ―  △450

  (4) 敷金保証金   121,250 131,887  10,637

  (5) 保険積立金   43,602 48,235  4,632

    貸倒引当金   △450 ―  450

   投資その他の資産合計   1,670,568 29.8 1,853,782 48.1  183,214

   固定資産合計   1,896,482 33.8 1,911,956 49.6  15,473

  資産合計   5,603,254 100.0 3,855,040 100.0  △1,748,214
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第12期 

(平成17年12月31日) 

第13期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

(負債の部)  

Ⅰ 流動負債  

 １ 買掛金 ※１  1,137,005 104,672  △1,032,333

 ２ 未払金 ※１  192,517 68,055  △124,461

 ３ 未払費用   43,399 33,282  △10,117

 ４ 未払法人税等   17,000 4,928  △12,071

 ５ 繰延税金負債   ― 48,650  48,650

 ６ 前受金   ― 2,218  2,218

 ７ 預り金   4,641 2,178  △2,463

 ８ 賞与引当金   4,515 3,061  △1,454

 ９ 繰延ヘッジ利益   149,955 ―  △149,955

 10 為替予約   7,141 ―  △7,141

 11 その他   7,537 2,661  △4,875

  流動負債合計   1,563,714 27.9 269,709 7.0  △1,294,004

Ⅱ 固定負債    

 １ 繰延税金負債   130,375 143,291  12,915

 ２ 役員退職慰労引当金   165,856 ―  △165,856

 ３ 預り保証金   2,000 ―  △2,000

  固定負債合計   298,232 5.3 143,291 3.7  △154,940

  負債合計   1,861,946 33.2 413,001 10.7  △1,448,945

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※３  2,067,229 36.9 ― ―  △2,067,229

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  2,161,553 ― △2,161,553 

   資本剰余金合計   2,161,553 38.6 ― ―  △2,161,553

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  5,047 ― △5,047 

 ２ 当期未処理損失  459,044 ― △459,044 

   利益剰余金合計   △453,996 △8.1 ― ―  453,996

Ⅳ その他有価証券評価差 

額金 
※５  35,396 0.6 ― ―  △35,396

Ⅴ 自己株式 ※４  △68,875 △1.2 ― ―  68,875

   資本合計 ※６  3,741,307 66.8 ― ―  △3,741,307

   負債・資本合計   5,603,254 100.0 ― ―  △5,603,254
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第12期 

(平成17年12月31日) 

第13期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   ― ― 2,067,229 53.6  2,067,229

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  ― 1,702,509  1,702,509

   資本剰余金合計   ― ― 1,702,509 44.2  1,702,509

 ３ 利益剰余金    

  (1) 利益準備金  ― 5,047  5,047

  (2) その他利益剰余金    

    繰越利益剰余金  ― △385,503  △385,503

   利益剰余金合計   ― ― △380,456 △9.8  △380,456

 ４ 自己株式   ― ― △68,875 △1.8  △68,875

   株主資本合計   ― ― 3,320,407 86.2  3,320,407

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
  ― ― 50,718 1.3  50,718

 ２ 繰延ヘッジ損益   ― ― 70,912 1.8  70,912

   評価・換算差額等合計   ― ― 121,631 3.1  121,631

   純資産合計   ― ― 3,442,038 89.3  3,442,038

   負債・純資産合計   ― 3,855,040 100.0  3,855,040
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② 損益計算書 
 

  

第12期 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

Ⅰ 売上高 ※１  2,971,861 100.0 2,303,200 100.0  △668,661

Ⅱ 売上原価    

 １ 期首製品棚卸高  383,430 231,335 △152,095 

 ２ 当期製品製造原価 ※１ 2,079,020 1,920,344 △158,676 

   合計  2,462,451 2,151,679 △310,772 

 ３ 期末製品棚卸高  231,335 361,907 130,572 

 ４ 他勘定振替高 ※２ △37,230 2,268,345 76.3 △24,573 1,814,345 78.8 12,657 454,000

   売上総利益   703,515 23.7 488,854 21.2  △214,661

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  76,281 66,341 △9,939 

 ２ 給与及び賞与  329,980 328,005 △1,974 

 ３ 広告宣伝費  28,349 34,934 6,584 

 ４ 運賃  37,055 34,246 △2,809 

 ５ 貸倒引当金繰入額  233 ― △233 

 ６ 賞与引当金繰入額  4,515 3,061 △1,454 

 ７ 役員退職慰労引当金繰 

       入 
 21,781 ― △21,781 

 ８ 器具備品費  15,979 9,581 △6,398 

 ９ 地代家賃  77,231 92,931 15,700 

 10 支払保険料  15,969 13,738 △2,231 

 11 減価償却費  45,957 35,988 △9,969 

 12 研究開発費 ※３ 169,632 55,711 △113,921 

 13 業務委託費  158,015 132,007 △26,008 

 14 その他  293,121 1,274,105 42.9 210,135 1,016,684 44.1 △82,986 △257,421

   営業損失   570,589 △19.2 527,830 22.9  △42,759

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息配当金  34,332 33,756 △576 

 ２ 投資有価証券売却益  120,353 29,071 △91,282 

 ３ 為替差益  17,281 80,507 63,226 

 ４ オプション評価益  938,310 224,966 △713,344 

 ５ 雑収入  2,770 1,113,048 37.5 10,993 379,295 16.5 8,223 △733,753
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第12期 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  3,409 ― △3,409 

 ２ 新株発行費  21,921 ― △21,921 

 ３ 雑損失  361 25,692 0.9 1,437 1,437 0.1 1,076 

   経常利益又は 

   経常損失（△） 
  516,766 17.4 △149,973 △6.5  666,739

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  ― 598 598 

 ２ 有形固定資産売却益  ― 308 308 

 ３ 役員退職慰労引当金 

   戻入益 
 2,566 165,856 163,290 

 ４ 前期製品評価修正益  ― 24,745 24,745 

 ５ 前期損益修正益  ― 2,566 0.1 4,018 195,528 8.5 4,018 192,962

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※４ 43,740 1,266 △42,474 

 ２ 投資有価証券評価損 ※５ 30,161 146,031 115,870 

 ３ 子会社整理損 ※６ ― 9,751 9,751 

 ４ 違約金  ― 33,468 33,468 

 ５ 事業再構築損 ※７ ― 215,528 215,528 

 ６ 前期損益修正損  ― 7,000 7,000 

 ７ 関係会社株式評価損 ※８ 171,830 245,731 8.3 ― 413,046 17.9 △171,380 167,315

   税引前当期純利益又は 

   税引前当期純損失（△） 
  273,601 9.2 △367,491 △15.9  △641,092

   法人税、住民税及び 

   事業税 
 19,661 15,808 △3,853 

   法人税等調整額  5,582 25,244 0.8 2,203 18,012 0.8 △3,379 △7,232

   当期純利益又は 

   当期純損失（△） 
  248,357 8.4 △385,503 △16.7  633,860

   前期繰越利益又は 

   前期繰越損失（△） 
  △707,401 ―  707,401

   当期未処理損失   459,044 ―  △459,044
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③ 損失処理計算書 

 

  
第12期 

(平成17年12月期) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失  459,044 

Ⅱ 損失処理額   

 １ 任意積立金取崩額   

    特別償却準備金取崩額  ―  

 ２ 資本準備金取崩額  459,044 459,044 

Ⅲ 次期繰越損失  ― 
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④ 株主資本等変動計算書 
当事業年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

 資本金 
資本準備金

資本剰余金 

合計 
利益準備金

繰越利益剰余金

自己株式 
株主資本 

合計 

平成17年12月31日残高(千円) 2,067,229 2,161,553 2,161,553 5,047 △459,044 △68,875 3,705,911

事業年度中の変動額   ―

 資本準備金取崩  △459,044 △459,044 459,044  ―

 剰余金の配当   ―

 当期純損失（△）  △385,503  △385,503

 自己株式の処分   ―

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
  ―

事業年度中の変動額合計(千円) ― △459,044 △459,044 ― 73,540 ― △385,503

平成18年12月31日残高(千円) 2,067,229 1,702,509 1,702,509 5,047 △385,503 △68,875 3,320,407

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成17年12月31日残高(千円) 35,396 ― 35,396 ― 3,741,307 

事業年度中の変動額   ― 

 資本準備金の取崩  ― 

 剰余金の配当  ― 

 当期純損失（△）  △385,503 

 自己株式の処分  ― 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
15,322 70,912 86,234  86,234 

事業年度中の変動額合計(千円) 15,322 70,912 86,234  △299,268 

平成18年12月31日残高(千円) 50,718 70,912 121,631 ― 3,442,038 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年12月31日) 

       ――――――――  当社は、4期連続して営業損失であります。こう

した状況から当社には継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。  

 この状況に対し、当社は営業損益の黒字化への対

処を行なっており、その概要は次のとおりでありま

す。  

 

1. 第13期会計年度までの取り組み  

 当社は、第13期会計年度末におきまして、事業再

構築損、子会社整理損等の特別損失を413,046千円

計上し、不採算で今後当社の業績に影響を与える事

業および商品について全て撤退、廃棄し整理いたし

ました。それにより当社の限られた資源について利

益率の取れる事業に集中することができ、新製品の

開発を積極化することで先行者利得を得られる体

制となりました。また、第13期会計年度下半期にお

いて、月次レベルの販売管理費の大幅な圧縮をして

おります。第4四半期には、売上および売上総利益

についても改善傾向になりました。  

 

2. 第14期会計年度の取り組み  

 第14期会計年度に入りまして、平成19年2月20日

の取締役会において「第14期通期予算計画」の修正

決議を行い、当社の販売管理費につきましては、経

費の大幅な削減を行なうことといたしました。  

 第14期会計年度の売上につきましても、先ほども

述べましたとおり、高い利益率の確保できる事業に

集中的に会社の資源を投入することにより、新製品

の開発を積極化し販売を拡大していく方針であり

ます。さらに既存の販売ルート以外の新規顧客を開

拓することでも売上を拡大させていく方針であり

ます。  

 

3. 運転資金について 

 当社は第13期会計年度末に1,196,701千円の売却

可能な投資有価証券があり、これらを現金化するこ

とにより運転資金につきましても万全の体制を整

えており、事業の継続性に問題はありません。  

 

 当財務諸表は、継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を財務諸表には

反映しておりません。  
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重要な会計方針 
 

項目 

第12期 

(自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年12月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用して

おります。 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用

しております。 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 
(3) 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

づく時価法を採用しており

ます。(評価差額は、全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定。ただし複合金融商品でデ

リバティブ部分と債権部分

の区分ができないものにつ

いては、全体を時価評価し、

評価差額を損益に計上して

おります。) 

(3) 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

価法を採用しております。(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

り算定。ただし複合金融商品でデ

リバティブ部分と債権部分の区分

ができないものについては、全体

を時価評価し、評価差額を損益に

計上しております。) 

 
  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。 

   なお、投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への

出資（証券取引法第２条第２

項により有価証券とみなされ

るもの）の持分は、出資金額

を資産に計上する方法を採用

しております。 

  時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準 

及び評価方法 
  移動平均法による原価法を採

用しております。 

同左 

３ 固定資産の減価償却の

方法 
(1) 有形固定資産 

  建物(付属設備を除く)につい

ては定額法、その他については

定率法によっております。 

(1) 有形固定資産 

 同左 

 
(2) 無形固定資産 

  自社利用ソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可

能期間に基づく定額法によって

おります。 

(2) 無形固定資産 

  自社利用ソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可

能期間に基づく定額法によって

おります。 

  のれんは５年間で均等償却し

ております。 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支払時に全額費用処理してお

ります。 

株式交付費 

    支払時に全額費用処理してお

ります。 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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項目 

第12期 

(自 平成17年１月１日 

至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

５ 引当金の計上基準 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込

額に基づき計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 
(3) 役員退職慰労引当金 

  役員への退職慰労金支給に備

えるため、内規に基づく期末要

支給見積額を計上しておりま

す。 

(3) 役員退職慰労引当金 

 （追加情報の注記） 

 当社は従来、役員への退職慰労金

支給に備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく要支給額を計上して

きましたが、同規程の廃止に伴い、

今後役員退職慰労金の支給が発生

しないことから、役員退職慰労引当

金を取り崩すこととしました。  

 この変更に伴い、特別利益に役員

退職慰労引当金戻入益165,856千円

を計上しております。 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっており

ます。また、為替予約等が付さ

れている外貨建金銭債務等につ

いては、振当処理の要件を満た

している場合は振当処理を行っ

ております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

      デリバティブ取引 

(為替予約取引、 

通貨オプション取引) 

  ヘッジ対象 

      外貨建仕入債務等 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

同左 

   

 

ヘッジ対象 

同左 

 
(3) ヘッジ方針 

  為替変動による仕入債務等の

損失可能性を減殺する目的で行

っております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 
(4) ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ対象の外貨建仕入債務

等の為替リスクが減殺されてい

るかどうかを検証することによ

り、ヘッジの有効性を評価して

おります。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更 
 
(固定資産の減損に係る会計基準)  
 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成 15年 10月 31日）を適用しております。  
 これによる損益に与える影響はありません。 
 
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)  
 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

平成 17 年 12 月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。  
 これによる損益に与える影響はありません。  
 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は 3,371,126 千円であります。    
 この改正による貸借対照表の表示に関する変更は以下のとおりであります。  
１.  前事業年度における「資本の部」は、当事業年度から「純資産の部」となり、「純資産 
   の部」は「株主資本」及び「評価・換算差額等」に分類して表示しております。  
２.   前事業年度において独立掲記しておりました「資本金」、「資本剰余金」及び「利益剰 
   余金」は、当事業年度においては「株主資本」の内訳科目として表示しております。  
３.   前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目として表示しておりました「任意積立 
   金」は、当事業年度から「その他利益剰余金」の内訳科目として表示しております。  
     なお、本改正により従来の「任意積立金」の区分は廃止されております。 。  
４.   前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目として表示しておりました「未処理損 
   失」は当事業年度から「その他利益剰余金」の内訳科目である「繰越利益剰余金」とし 
   て表示しております。  
５.   前事業年度において「利益剰余金」の次に表示しておりました「その他有価証券評価差 
   額金」は、当事業年度から「評価・換算差額等」の内訳科目として表示しております。  
６.   前事業年度において「負債の部」に表示しておりました「繰延ヘッジ利益」は、当事業 
   年度から税効果調整後の金額を「評価・換算差額等」の内訳科目の「繰延ヘッジ損益」 
   として表示しております。  
   なお、前事業年度の繰延ヘッジ利益について、当事業年度と同様の方法によった場合の 
   金額は 88,938 千円であります。  
(ストック・オプション等に関する会計基準等)  
 当事業年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17 年 12 月 27 日 企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準適用指針第 11 号）を

適用しております。  
 これによる損益に与える影響はありません。 
 
(役員賞与に関する会計基準)  
 当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 17 年 11 月 29 日 

企業会計基準第 4 号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。  
 
(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正)  
 当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 終改正平成 18 年８月 11 日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成 18 年８月

11 日 企業会計基準適用指針第２号）を適用しております。  
 これによる損益に与える影響はありません。  
 なお、この改正による貸借対照表の表示に関する変更は以下のとおりであります。  
 前事業年度において資本に対する控除項目として「資本の部」の末尾に表示しておりました
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「自己株式」は、当事業年度から「株主資本」に対する控除項目として、「株主資本」の末尾

に表示しております。  
 
(株主資本等変動計算書に関する会計基準等)  
 当事業年度から、「株主資本等変動計算書に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17
年 12 月 27 日 企業会計基準第６号）及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準適用指針第９号）を適用して

おります。 
 この改正により、当事業年度から「株主資本等変動計算書」を作成しております。  
 

 

表示方法の変更 
 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年12月31日) 

         ―――――――― （貸借対照表関係） 

 前事業年度まで流動資産の部の「その他」に含め

ておりました「未収入金」は資産の総額の100分の

１を超えたため、また「未収収益」については重要

性が増したため当事業年度において独立掲記する

ことに変更いたしました。 

 なお前事業年度において流動資産の部の「その

他」に含めておりました「未収入金」および「未収

収益」の金額はそれぞれ19,508千円、25,258千円で

あります。 

 
 

 

追加情報 
 

前事業年度 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

１．地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年

法律第９号）が平成15年３月31日に交付され、平成

16年４月１日以降に開始する事業年度より外形標

準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度か

ら「法人事業税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱」（平成16年

２月１３日 企業会計基準委員会 実務対応報告

12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が14,300千円増

加し、経常利益及び税引前当期純利益が14,300千円

減少しております。 

         ―――――――― 

２．一部のネットワーク構築サービスについては、

取引に係る債権債務は総額で表示していますが、売

上高については、「情報サービス産業における監査

上の諸問題について」（平成17年３月 日本公認会

計士協会 IT業界における特殊な取引検討プロジ

ェクトチーム報告）及び「ソフトウェア取引の収益

の会計処理に関する実務上の取扱い（案）」（平成18

年 企業会計基準委員会 実務対応報告公開草案

第20号）における収益の総額表示についての会計上

の考え方に基づき、外部からの仕入高885,133千円

と相殺して表示しています。 

         ―――――――― 
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注記事項 
 
（貸借対照表関係) 
 

第12期 

(自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年12月31日) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記

されたもののほかに次のものがあります。 

流動資産  

  未収入金 8,626千円

  立替金 15,279千円

流動負債 

  買掛金 202,536千円

  未払金 3,738千円 

※１ 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲

記されたもののほかに次のものがあります。 

流動資産  

  売掛金 48,814千円

  未収入金 18,178千円

  短期貸付金 100,000千円

  未収収益 1,824千円

流動負債 

  買掛金 85,699千円

  未払金 469千円 
※２ 社債および銀行借入に対する保証債務 

株式会社アメリカン 

トレンド 
209,500千円

 

※２ 社債に対する保証債務 

株式会社アメリカン 

トレンド 
175,500千円

 
※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式 255,200株

発行済株式総数  普通株式 95,629.89株 

 

※４ 自己株式の保有数 

普通株式 1,344.89株 
 

※５ 商法施行規則第124条第3号に規定する純資

産増加額は35,396千円であります。 

   なお、当該金額は配当に充当することが制限

されております。 

 

※６ 資本の欠損の額は、527,919千円であります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【修正後】 

16 

(損益計算書関係) 
第12期 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり

含まれております。 

関係会社への売上高 966千円

関係会社よりの仕入高 1,632,124千円 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり

含まれております。 

関係会社への売上高 52,520千円

関係会社よりの仕入高 1,948,541千円 
※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

販売費及び一般管理費 △37,230千円 

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

販売費及び一般管理費 △24,573千円 
※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 169,632千円 

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 55,711千円 
※４ 有形固定資産除却損は次のとおりでありま

す。 

※４ 有形固定資産除却損は次のとおりでありま

す。 

建物 38,953千円

工具器具備品 4,787千円

計 43,740千円 

工具器具備品 1,266千円 

 
※５ 投資有価証券評価損は、当時の持分法適用関

連会社であったSUSTEN,Inc.について中間期末日時

点と期末日時点で資産価値の毀損を認識し減損処

理を行ったことによるものであります。 

 
※６ 子会社整理損は、子会社RedSIP,Inc.が平成

18年12月７日に閉鎖になったことによるものであ

ります。 

 
※７ 事業再構築損は、一部の開発プロジェクトの

事業継続が著しく困難または全く見込みがなくな

ったこと等の理由により、その中止決定をしたこと

による損失であります。 

※８ 関係会社株式評価損は持分法適用関連会社の

減損処理を行ったことによる損失であります。 
 

 
 
(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１ 自己株式に関する事項 

 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株） 1,344 ― ― 1,344

 

 

リース取引関係 
 

第 12 期(自 平成 17 年１月１日至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当社が借主側となる所有権移転以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を行っております。  

 なお、コピー機等数台のＯＡ機器のみであり金額の重要性が低いため詳細は省略します。 

 

第 13 期(自 平成 18 年１月１日至 平成 18 年 12 月 31 日) 

当社が借主側となる所有権移転以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を行っております。  

 なお、コピー機等数台のＯＡ機器のみであり金額の重要性が低いため詳細は省略します。 
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有価証券関係 
 

第 12 期(平成 17 年 12 月 31 日) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

第 13 期(平成 18 年 12 月 31 日) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。  

 

 

税効果会計関係 
 

第12期 

(平成17年12月31日) 

第13期 

(平成18年12月31日) 

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 

 滞留在庫評価損 49,645千円

 ソフトウェア有税償却 73,523千円

 減価償却超過額 15,434千円

 有価証券評価損 131,103千円

 繰越欠損金 291,631千円

 その他 16,800千円

 繰延税金資産小計 578,138千円

 評価性引当額 △578,138千円

繰延税金資産合計 ―千円 

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

 滞留在庫評価損 27,287千円

 ソフトウェア有税償却 57,077千円

 減価償却超過額 21,236千円

 役員退職慰労引当金 67,172千円

 有価証券評価損 81,806千円

 繰越欠損金 147,536千円

 その他 25,413千円

 繰延税金資産小計 427,529千円

 評価性引当額 △427,529千円

繰延税金資産合計 ―千円 

  

繰延税金負債 

 オプション評価益 ―千円

 レバレッジドリース △106,292千円

 その他有価証券評価差額金 △24,083千円

 繰延税金負債合計 △130,375千円

繰延税金負債の純額 △130,375千円

  

 

  

繰延税金負債 

 オプション評価益 △48,650千円

 レバレッジドリース △108,496千円

 その他有価証券評価差額金 △34,795千円

 繰延税金負債合計 △191,941千円

繰延税金負債の純額 △191,941千円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

等負担率との差異の原因となった主な項目別

の内訳 

 

法定実効税率 40.5％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％

外国税額控除限度超過額 6.2％

評価性引当金による影響額 △39.2％

その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.2％ 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

負担率との差異の原因となった主な項目別の内

訳 

  当期は、税引前当期純損失であるため、記載し

ておりません。 
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１株当たり情報 
第12期 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

１株当たり純資産額 39,680円84銭 １株当たり純資産額 36,506円36銭 

１株当たり当期純利益 3,040円43銭 １株当たり当期純損失 4,088円67銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

2,757円95銭

潜在株式調整後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につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているた

め、記載しておりません。 

 当社は、平成17年８月19日付で普通株式1株に対し

普通株式５株の割合で株式分割を行いました。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合

における（１株当たり情報）の各数値は以下のとおり

であります。 

１株当たり純資産額 17,736円27銭

１株当たり当期純損失 11,003円60銭

   

潜在株式調整後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については、

１株当たり当期純損失が計上されているため、記載し

ておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 

第12期 

(自 平成17年１月１日

 至 平成17年12月31日)

第13期 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） ― 3,442,038

普通株式に掛かる純資産額（千円） ― 3,442,038

普通株式の発行済株式数（株） ― 95,630

普通株式の自己株数（株） ― 1,344

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数

（株） 
― 94,286
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２ １株当たり当期純利益（純損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

項目 

第12期 

(自 平成17年１月１日

 至 平成17年12月31日)

第13期 

(自 平成18年１月１日

 至 平成18年12月31日)

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額（△） 
3,040円43銭 △4,088円67銭

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 248,357 △385,503

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式にかかる当期純利益又は 

 当期純損失（△）（千円） 
248,357 △385,503

 普通株式の期中平均株式数（株） 81,685 94,286

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 2,757円95銭 ―

 当期純利益調整金額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） 8,366 1

 （うち新株予約権） （3,066） （1）

希薄効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権

の数215個） 

新株予約権（新株予約権

の数1,474個） 

 

 

重要な後発事象 
 
第 12 期(平成 17 年 12 月 31 日) 
該当事項はありません。 

 
第 13 期(平成 18 年 12 月 31 日) 
該当事項はありません。 
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平成 18 年 12 月期 個別財務諸表の概要        

平成 19 年 2月 28 日 

上場会社名 プラネックスコミュニケーションズ株式会社 上場取引所    JASDAQ 

コード番号 ６７８４ 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.planex.co.jp/) 
代  表  者 役職名 代表取締役    氏名 久保田 克昭 

問合せ先責任者 役職名 経営企画室長 氏名 小松 孝彰 

  TEL (03)5766－1333   

決算取締役会開催日   平成 19 年 2月 28 日 

定時株主総会開催日   平成 19 年 3月 28 日     単元株制度採用の有無  無 

 

1. 18 年 12 月期の業績（平成 18 年 1月 1日～平成 18 年 12 月 31 日） 

(1) 経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年12月期 2,303  (△22.5) △527 (  ―) △149 (  ―)

17年12月期 2,971  (△19.3) △570 (  ―) 516 (  ―)

 

 当期純利益 
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 

自己資本 

当期純利益率

総資本 

経常利益率 

売上高 

経常利益率

 

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 △385 (―) △4,088 67 ― ―  △11.2 △3.9 6.5 

17年12月期 248 (―) 3,040 43 2,757 95 9.9 11.9 17.4 

(注) ① 期中平均株式数 18年12月期

② 会計処理の方法の変更 有 

94,286株  17年12月期 81,685株

   ③ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年増減率 

 

(2) 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

18年12月期 3,855 3,442 89.3 36,506 36 

17年12月期 5,603 3,741 66.8 39,680 84 

① 期末発行済株式数 18年12月期 95,630株  17年12月期 95,629株(注) 

② 期末自己株式数 18年12月期 1,344株  17年12月期 1,344株

 

2. 19 年 12 月期の業績予想（平成 19 年 1月 1日～平成 19 年 12 月 31 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中間期 1,470 92 92 

通期 3,000 170 170 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）1,803 円 2 銭 

 

3. 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 
第１ 

四半期末 
中間期末 

第３ 

四半期末
期末 その他 年間 

配当金総額 

(百万円) 

配当性向 

(％) 

純資産 

配当率(％)

18年12月期 ― ―  ― ―   ― ― ―  ― ― 

17年12月期 ― ―  ― ―   ― ― ―  ― 

19年12月期(予想) ― ―  ― ―   ― ― 
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1. 財務諸表等 

財務諸表 

① 貸借対照表 

  
第12期 

(平成17年12月31日) 

第13期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金   1,697,715 479,919  △1,217,796

 ２ 売掛金   1,517,293 515,153  △1,002,140

 ３ 製品   231,335 361,907  130,572

 ４ 前渡金   ― ―  ―

 ５ 前払費用   40,786 23,598  △17,188

 ６ 繰延ヘッジ損失   ― ―  ―

 ７ 為替予約   ― 1,891  1,891

 ８ オプション資産   159,824 346,513  186,689

 ９ 未収入金   ― 93,700  93,700

 10 未収収益   ― 20,517  20,517

 11 短期貸付金   ― 100,000  100,000

 12 その他 ※１  60,047 ―  △60,047

   貸倒引当金   △231 △117  114

  流動資産合計   3,706,772 66.2 1,943,083 50.4  △1,763,688

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物  18,773 18,773 ― 

    減価償却累計額  △2,238 16,535 △5,400 13,372 △3,162 △3,163

  (2) 船舶  1,190 ― △1,190 

    減価償却累計額  △964 226 ― 964 △226

  (3) 車両運搬具  34,821 28,157 △6,664 

    減価償却累計額  △19,985 14,836 △19,032 9,124 △953 △5,712

  (4) 工具器具備品  83,710 47,352 △36,358 

    減価償却累計額  △48,013 35,696 △35,043 12,309 12,970 △23,387

  (5) 建設仮勘定   63,415 ―  △63,415

   有形固定資産合計   130,709 2.3 34,807 0.9  △95,902

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア   86,581 21,724  △64,857

  (2) ソフトウェア仮勘定   6,980 ―  △6,980

  (3) 電話加入権   1,641 1,641  ―

   無形固定資産合計   95,203 1.7 23,366 0.6  △71,837
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第12期 

(平成17年12月31日) 

第13期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 1,008,747 1,360,374   351,627

  (2) 関係会社株式 496,968 313,285   △183,683

  (3) 破産債権、更生債権 

    その他これらに準ずる 

    債権 

450 ―   △450

  (4) 敷金保証金 121,250 131,887   10,637

  (5) 保険積立金 43,602 48,235   4,633

    貸倒引当金 △450 ―   450

   投資その他の資産合計 1,670,568 29.8 1,853,782 40.1  183,214

   固定資産合計 1,896,482 33.8 1,911,956 49.6  15,474

  資産合計 5,603,254 100.0 3,855,040 100.0  △1,748,214
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第12期 

(平成17年12月31日) 

第13期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金 ※１  1,137,005 104,672  △1,032,333

 ２ 未払金 ※１  192,517 68,055  △124,462

 ３ 未払費用   43,399 33,282  △10,117

 ４ 未払法人税等   17,000 4,928  △12,072

 ５ 繰延税金負債   ― 48,650  48,650

 ６ 前受金   ― 2,218  2,218

 ７ 預り金   4,641 2,178  △2,463

 ８ 賞与引当金   4,515 3,061  △1,454

 ７ 繰延ヘッジ利益   149,955 ―  △149,955

 ８ オプション負債   ― ―  ―

 ９ 為替予約   7,141 ―  ―

 10 その他   7,537 2,661  △4,876

  流動負債合計   1,563,714 27.9 269,709 7.0  △1,294,005

Ⅱ 固定負債    

 １ 繰延税金負債   130,375 143,291  12,916

 ２ 役員退職慰労引当金   165,856 ―  △165,856

 ３ 預り保証金   2,000 ―  △2,000

  固定負債合計   298,232 5.3 143,291 3.7  △154,941

  負債合計   1,861,946 33.2 413,001 10.7  △1,448,945

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※３  2,067,229 36.9 ― ―  △2,067,229

Ⅱ 資本剰余金    

 １ 資本準備金  2,161,553 ― △2,161,553 

   資本剰余金合計   2,161,553 38.6 ― ―  △2,161,553

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  5,047 ― △5,047 

 ２ 任意積立金    

   (1)特別償却準備金  ― ― ― 

 ３ 当期未処理損失  459,044 ― △459,044 

   利益剰余金合計   △453,996 △8.1 ― ―  453,996

Ⅳ その他有価証券評価差額 

    金 
※５  35,396 0.6 ― ―  △35,396

Ⅴ 自己株式 ※４  △68,875 △1.2 ― ―  68,875

   資本合計 ※６  3,741,307 66.8 ― ―  △3,741,307

   負債・資本合計   5,603,254 100.0 ― ―  △5,603,254
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第12期 

(平成17年12月31日) 

第13期 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

(純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   ― ― 2,067,229 53.6  2,067,229

 ２ 資本剰余金     

  (1) 資本準備金  ― 1,702,509   1,702,509

   資本剰余金合計   ― ― 1,702,509 44.2  1,702,509

 ３ 利益剰余金     

  (1) 利益準備金  ― 5,047   5,047

  (2) その他利益剰余金     

    繰越利益剰余金  ― △385,503   △385,503

   利益剰余金合計   ― ― △380,456 △9.8  △380,456

 ４ 自己株式   ― ― △68,875 △1.8  △68,875

   株主資本合計   ― ― 3,320,407 86.1  3,320,407

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券評価 

   差額金 
  ― ― 50,718 1.3  50,718

 ２ 繰延ヘッジ損益   ― ― 70,912 1.8  70,912

   評価・換算差額等合計   ― ― 121,631 3.1  121,631

   純資産合計   ― ― 3,442,039 89.3  3,442,039

   負債・純資産合計   ― ― 3,855,040 100.0  3,855,040
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② 損益計算書 

  

第12期 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％)
金額(千円) 

Ⅰ 売上高 ※１  2,971,861 100.0 2,303,200 100.0 △668,661

Ⅱ 売上原価    

 １ 期首製品棚卸高  383,430 231,335  △152,095

 ２ 当期製品製造原価 ※１ 2,079,020 1,920,344  △158,676

   合計  2,462,451 2,151,679  △310,772

 ３ 期末製品棚卸高  231,335 361,907  130,572

 ４ 他勘定振替高 ※２ △37,230 2,268,345 76.3 △24,573 1,814,345 78.8 12,657 454,000

   売上総利益   703,515 23.7 488,854 21.2 △214,661

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  76,281 66,341  △9,940

 ２ 給与及び賞与  329,980 328,005  △1,975

 ３ 広告宣伝費  28,349 34,934  6,585

 ４ 運賃  37,055 34,246  △2,809

 ５ 貸倒引当金繰入額  233 33  △200

 ６ 賞与引当金繰入額  4,515 3,061  △1,454

 ７ 役員退職慰労引当金繰入  21,781 ―  △21,781

 ８ 器具備品費  15,979 9,581  △6,398

 ９ 地代家賃  77,231 92,931  15,700

 10 支払保険料  15,969 13,738  △2,231

 11 減価償却費  45,957 35,988  △9,969

 12 研究開発費 ※３ 169,632 55,711  △113,921

 13 業務委託費  158,015 132,007  △26,008

 14 その他  293,121 1,274,105 42.9 210,102 1,016,684 44.1 83,019 △257,421

   営業損失   570,589 △19.2 527,830 22.9 △42,759

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息配当金  34,332 33,756  △576

 ２ 投資有価証券売却益  120,353 29,071  △91,282

 ３ 為替差益  17,281 80,507  63,226

 ４ オプション評価益  938,310 224,966  △713,344

 ５ 雑収入  2,770 1,113,048 37.5 10,993 379,295 16.5 8,223 △733,753
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第12期 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

比較増減 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 

(％)
金額(千円) 

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  3,409 ―  △3,409 

 ２ 新株発行費  21,921 ―  △21,921 

 ３ オプション評価損  ― ―  ― 

 ４ 雑損失  361 25,692 0.9 1,437 1,437 0.1 1,076 

   経常利益又は 

   経常損失（△） 
  516,766 17.4 △149,973 △6.5  686,063

Ⅵ 特別利益     

 １ 貸倒引当金戻入益  ― 598  598 

 ２ 有形固定資産売却益  ― 308  308 

 ３ 役員退職慰労引当金 

   戻入益 
 2,566 165,856  163,290 

 ４ 製品評価修正益  ― 24,745  24,745 

 ５ 前期損益修正益  ― 2,566 0.1 4,018 195,528 8.5 4,018 192,962

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産除却損 ※５ 43,740 1,266  △42,474 

 ２ 投資有価証券評価損  30,161 146,031  146,031 

 ３ 子会社整理損  ― 9,751  9,751 

 ４ 違約金  ― 33,468  33,468 

 ５ 事業再構築損  ― 215,528  215,528 

 ６ 前期損益修正損  ― 7,000  7,000 

 ７ 関係会社株式評価損 ※４ 171,830 245,731 8.3 ― 413,046 17.9 △11,830 167,315

   税引前当期純利益又は 

   税引前当期純損失（△） 
  273,601 9.2 △367,491 △16.0  △641,092

   法人税、住民税及び 

   事業税 
 19,661 15,808  △3,853 

   法人税等調整額  5,582 25,244 0.8 2,203 18,012 0.8 △3,379 △7,232

   当期純利益又は 

   当期純損失（△） 
  248,357 8.4 △385,503 △16.7  633,860

   前期繰越利益又は 

   前期繰越損失（△） 
  △707,401 ―   707,401

   当期未処理損失   459,044 ―   △459,044
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③ 損失処理案 

損失処理計算書 

  
第12期 

(平成17年12月期) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失  459,044 

Ⅱ 損失処理額   

 １ 任意積立金取崩額   

    特別償却準備金取崩額  ―  

 ２ 資本準備金取崩額  459,044 459,044 

Ⅲ 次期繰越損失  ― 
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④ 株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余

金 

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金

合計 
利益準備金

繰越利益剰余金

利益剰余金

合計 

自己株式 

株 主 資

本          合

計 

平成17年12月31日残高(千円) 2,067,229 2,161,553 2,161,553 5047 △459,044 △453,997 △68,875 3705911

事業年度中の変動額   ―

 資本準備金取崩  △459,044 △459,044 459,044 459,044  ―

 剰余金の配当   ―

 当期純利益  △385,503 △385,503  △385,503

 自己株式の処分   ―

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)   ―

事業年度中の変動額合計(千円) ― △459,044 ― 73,540 73,540 ― △385,503

平成18年12月31日残高(千円) 2,067,229 1,702,509 1,702,509 5,047 △385,503 △380,456 △68,875 3,320,407

 

評価・換算差額等 

 その他 

有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ損益
評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成17年12月31日残高(千円) 35,396 ― 35,396 ― 3,741,307 

事業年度中の変動額   ― 

 資本準備金の取崩  ― 

 剰余金の配当  ― 

 当期純利益  △385,503 

 自己株式の処分  ― 

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額) 
15,322 70,912 86,234  86,234 

事業年度中の変動額合計(千円) 15,322 70,912 86,234  △299,268 

平成18年12月31日残高(千円) 50,718 70,912 121,631 ― 3,442,038 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

 至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

 至 平成18年３月31日) 

       ――――――――    当社は、4期連続して営業損失および3期連続して

営業キャッシュ・フローがマイナスの状況でありま

す。こうした状況から当社には継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。  

  この状況に対し、当社は営業損益の黒字化および

営業キャッシュ・フローのプラス化への対処を行な

っており、その概要は次のとおりであります。  

 

1.第13期会計年度までの取り組み  

  当社は、第13期会計年度末におきまして、事業再

構築損、子会社整理損等の特別損失を413百万円計上

し、不採算で今後当社の業績に影響を与える事業お

よび商品について全て撤退、廃棄し整理いたしまし

た。それにより当社の限られた資源について利益率

の取れる事業に集中することができ、新製品の開発

を積極化することで先行者利得を得られる体制とな

りました。また、第13期会計年度下半期において、

月次レベルの販売管理費の大幅な圧縮をしておりま

す。第4四半期には、売上および売上総利益について

も改善傾向になりました。 

 

2.第14期会計年度の取り組み   

  第14期会計年度に入りまして、平成19年2月20日の

取締役会において「第14期通期予算計画」の修正決

議を行い、当社の販売管理費につきましては、経費

の大幅な削減を行なうことといたしました。   

  第14期会計年度の売上につきましても、先ほども

述べましたとおり、利益率の取れる事業に集中的に

会社の資源を投入することにより、新製品の開発を

積極化し販売を拡大していく方針であります。また

既存の販売ルート以外の新規顧客を開拓することで

も売上を拡大させていく方針であります。   

 

3. 運転資金について 

  当社は第13期会計年度末に1,196百万円の投資有

価証券があり、これらを現金化することにより運転

資金につきましても万全の体制を整えており、事業

の継続性に問題はありません。   

 

  当財務諸表は、継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響を財務諸表には

反映しておりません。 
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重要な会計方針 

項目 

第12期 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び 

評価方法 

 (1)満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用して

おります。 

(2)子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法を採用

しております。 

 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 
(3) 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

法を採用しております。(評価差額

は、全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定。

ただし複合金融商品でデリバティブ

部分と債権部分の区分ができないも

のについては、全体を時価評価し、

評価差額を損益に計上しておりま

す。)  

 

(3) 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

価法を採用しております。(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り算

定。ただし複合金融商品でデリバテ

ィブ部分と債権部分の区分ができ

ないものについては、全体を時価評

価し、評価差額を損益に計上してお

ります。)  

 

 
  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。 

なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（証券取

引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの）の持分は、出資金

額を資産に計上する方法を採用して

おります。 

  時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準 

及び評価方法 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

 建物(付属設備を除く)については

定額法、その他については定率法に

よっております。 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 
(2) 無形固定資産 

 自社利用ソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

に基づく定額法によっております。 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支払時に全額費用処理しておりま

す。 

新株発行費 

同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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項目 

第12期 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

５ 引当金の計上基準 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。 

 

(2) 賞与引当金 

同左 

 
(3) 役員退職慰労引当金 

  役員への退職慰労金支給に備

えるため、内規に基づく期末要支給

見積額を計上しております。 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

  従来、役員への退職慰労金支給

に備えるため、役員退職慰労金規程

に基づく要支給額を計上してきまし

たが、同規程の廃止に伴い、役員退

職慰労引当金を取り崩すこととしま

した。  

この変更に伴い、特別利益に役員退

職慰労引当金戻入益185,181千円を

計上しております。 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっており

ます。また、為替予約等が付されて

いる外貨建金銭債務等については、

振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を行っております。 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   デリバティブ取引 

(為替予約取引等)  

  ヘッジ対象 

   外貨建仕入債務等 

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

同左 

 
(3) ヘッジ方針 

  為替変動による仕入債務等の

損失可能性を減殺する目的で行っ

ております。 

 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 
(4) ヘッジの有効性評価の方法 

  ヘッジ対象の外貨建仕入債務

等の為替リスクが減殺されている

かどうかを検証することにより、ヘ

ッジの有効性を評価しております。

 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

７ その他財務諸表作成のた 

めの基本となる重要な事 

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

(固定資産の減損に係る会計基準)  

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日）を適用しております。  

 これにより税引前当期順損失金額は 71 百万円増加しております。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)  

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成 17 年 12 月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありません。  

なお、従来の「資本の部」の合計に 相当する金額は 3,371 百万円であります。    

この改正による貸借対照表の表示に関する変更は以下のとおりであります。  

１  前事業年度における「資本の部」は、当事業年度から「純資産の部」となり、「純資産の部」は「株主

資本」及び「評価・換算差額等」に分類して表示しております。  

２ 前事業年度において独立掲記しておりました「資本金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は、当事業

年度においては「株主資本」の内訳科目として表示しております。  

３ 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目として表示しておりました「任意積立金」は、当事業年度

から「その他利益剰余金」の内訳科目として表示しております。  

 なお、本改正により従来の「任意積立金」の区分は廃止されております。 。  

４ 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目として表示しておりました「未処理損失」は当事業年度か

ら「その他利益剰余金」の内訳科目である「繰越利益剰余金」として表示しております。  

５ 前事業年度において「利益剰余金」の次に表示しておりました「その他有価証券評価差額金」は、当事業

年度から「評価・換算差額等」の内訳科目として表示しております。  

６ 前事業年度において「負債の部」に表示しておりました「繰延ヘッジ利益」は、当事業年度から税効果調

整後の金額を「評価・換算差額等」の内訳科目の「繰延ヘッジ損益」として表示しております。  

なお、前事業年度の繰延ヘッジ利益について、当事業年度と同様の方法によった場合の金額は 149 百万円であ

ります。  

(ストック・オプション等に関する会計基準等)  

当事業年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日 

企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準適用指針第 11 号）を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はありません。 

(役員賞与に関する会計基準)  

当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 17 年 11 月 29 日 企業会計基準第

4号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません  

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一部改正)  

当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

終改正平成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準適用指針第２号）を適

用しております。  

これによる損益に与える影響はありません。  

なお、この改正による貸借対照表の表示に関する変更は以下のとおりであります。  

 前事業年度において資本に対する控除項目として「資本の部」の末尾に表示しておりました「自己株式」は、

当事業年度から「株主資本」に対する控除項目として、「株主資本」の末尾に表示しております。  

(株主資本等変動計算書に関する会計基準等)  

当事業年度から、「株主資本等変動計算書に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日 

企業会計基準第６号）及び「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成 17 年 12 月 27 日 企業会計基準適用指針第９号）を適用しております。 

 この改正により、当事業年度から「株主資本等変動計算書」を作成しております。  

また、前事業年度まで作成しておりました「剰余金計算書」は、本改正により廃止され、当事業年度からは作

成しておりません。 
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表示方法の変更 

 

   第 12 期(自 平成 17 年１月１日至 平成 17 年 12 月 31 日) 

    該当事項はありません。 

  

   第 13 期(自 平成 18 年１月１日至 平成 18 年 12 月 31 日) 

    該当事項はありません。 

 

 

注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第12期 

(自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年12月31日) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲

記されたもののほかに次のものがあります。 

流動資産  

  未収入金 8,626千円

  立替金 15,279千円

流動負債  

  買掛金 202,536千円

 未払金                   3,738 千円

※１ 関係会社に対する資産及び負債には、区分掲記

されたもののほかに次のものがあります。 

流動資産  

 売掛金 48,814千円

  未収入金 18,178千円

  短期貸付金 100,000千円

流動負債 

 買掛金 173,444千円

 未払金 469千円 

※２ 銀行借入に対する保証債務 

株式会社アメリカン 

メガトレンド 
209,500千円

 

※２ 銀行借入に対する保証債務 

株式会社アメリカン 

メガトレンド 
175,500千円

 
※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式 255,200株

発行済株式総数 普通株式  95,629.89 株

※３ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式    255,200株

発行済株式総数  普通株式  95,630.89 株

※４ 自己株式の保有数 

普通株式                     1,344.89株 

※４ 自己株式の保有数 

普通株式                     1,344.89株

※５ 商法施行規則第124条第3号に規定する純資

産増加額は35,396千円であります。 

なお、当該金額は配当に充当することが制限

されております。 

※５ 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産

増加額は121,631千円であります。 

なお、当該金額は配当に充当することが制限され

ております。 

※６ 資本の欠損の額は、527,919千円であります。

 

※６ 資本の欠損の額は、454,379千円であります。
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 (損益計算書関係) 

第12期 

(自 平成17年１月１日 

 至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

 至 平成18年12月31日) 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

関係会社への売上高 966千円

関係会社よりの仕入高 1,632,124千円 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含

まれております。 

関係会社への売上高 52,520千円

関係会社よりの仕入高 
1,948,624千

円 
※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 △37,230千円 

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 △24,573千円 
※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 169,632千円 

※３ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発

費 
55,711千円

 
※４ 関係会社株式評価損は持分法適用関連会社の減

損処理を行ったことによる損失であります。 

 

※４ 投資有価証券評価損は、当時の持分法適用関連

会社であったSUSTEEN,Inc.の減損処理を行ったこと

によるものであります。  

 子会社整理損は、子会社RedSIP,Inc.が平成18年12

月７日に閉鎖になったことによるもので あります。

 事業再構築損は、一部の開発プロジェクトの事業継

続が著しく困難または全く見込みがなくなったこと

等の理由により、その中止決定をしたことによる損失

であります。 

 

※５ 有形固定資産除却損は次のとおりであります。

建物 38,953千円

工具器具備品 4,787千円

計 43,740千円 

※５ 有形固定資産除却損は次のとおりであります。

工具器具備品 1,266千円 

 

 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株） 1,344 ― ― 1,344

 

 

 

リース取引関係 

第 12 期(自 平成 17 年１月１日至 平成 17 年 12 月 31 日) 

当社が借主側となる所有権移転以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を行っております。 

 なお、コピー機等数台のＯＡ機器のみであり金額の重要性が低いため詳細は省略します。 

 

第 13 期(自 平成 18 年１月１日至 平成 18 年 12 月 31 日) 

当社が借主側となる所有権移転以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理を行っております。 

 なお、コピー機等数台のＯＡ機器のみであり金額の重要性が低いため詳細は省略します。 

 

 

 

 

 



【修正前】 

16 

有価証券関係 

第 12 期(平成 17 年 12 月 31 日) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

第 13 期(平成 18 年 12 月 31 日) 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

税効果会計関係 

第12期 

(平成17年12月31日) 

第13期 

(平成18年12月31日) 

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

  繰延税金資産 

  滞留在庫評価損 27,287千円

  ソフトウェア有税償却 57,077千円

  減価償却超過額 21,236千円

  役員退職慰労引当金 67,172千円

  有価証券評価損 81,806千円

  繰越欠損金 147,536千円

  その他 25,413千円

  繰延税金資産小計 427,529千円

  評価性引当額 △427,529千円

繰延税金資産合計 ―千円

  

繰延税金負債 

  オプション評価益 ―千円

  レバレッジドリース △106,292千円

  その他有価証券評価差額金 △24,083千円

  繰延税金負債合計 △130,375千円

繰延税金負債の純額 △130,375千円

  

１ 繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

 繰延税金資産 

  滞留在庫評価損 49,645千円

  ソフトウェア有税償却 73,523千円

  減価償却超過額 15,434千円

  役員退職慰労引当金 ―千円

  有価証券評価損 131,103千円

  繰越欠損金 291,631千円

  その他 16,800千円

  繰延税金資産小計 578,138千円

  評価性引当額 △578,138千円

繰延税金資産合計 ―千円

  

繰延税金負債 

  オプション評価益 48,650千円

  レバレッジドリース 108,496千円

  その他有価証券評価差額金 34,795千円

  繰延税金負債合計 191,941千円

繰延税金負債の純額 191,941千円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.5％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.9％

 外国税額控除限度超過額 6.2％

 評価性引当金による影響額 △39.2％

 その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.2％ 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

当期は、税引前当期純損失であるため、記載しており

ません。 
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１株当たり情報 

第12期 

(自 平成17年１月１日 

  至 平成17年12月31日) 

第13期 

(自 平成18年１月１日 

  至 平成18年12月31日) 

１株当たり純資産額 39,680円84銭 １株当たり純資産額 36,506円36銭 

１株当たり当期純利益 3,040円43銭 １株当たり当期純損失 4,088円67銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

2,757円95銭

潜在株式調整後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につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されているた

め、記載しておりません。 

 当社は、平成17年８月19日付で普通株式1株に対し普

通株式５株の割合で株式分割を行いました。 

 前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合に

おける（１株当たり情報）の各数値は以下のとおりで

あります。 

１株当たり純資産額 17,736円27銭

１株当たり当期純損失 11,003円60銭

   

潜在株式調整後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については、

１株当たり当期純損失が計上されているため、記載し

ておりません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

項目 

第12期 

(自 平成17年１月１日

至 平成17年12月31日)

第13期 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 3,741,307 3,442,038 

普通株式に掛かる純資産額（千円） 3,741,307 3,442,038 

普通株式の発行済株式数（株） 95,629 95,630 

普通株式の自己株数（株） 1,344 1,344 

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数

（株） 
94,285 94,286 
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２ １株当たり当期純利益（純損失）金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

項目 

第12期 

(自 平成17年１月１日

 至 平成17年12月31日)

第13期 

(自 平成18年１月１日

 至 平成18年12月31日)

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額（△） 
3,040円43銭 36,506円36銭

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 248,357 △7889円83銭

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式にかかる当期純利益又は 

 当期純損失（△）（千円） 
248,357 385,503

 普通株式の期中平均株式数（株） 81,685 94,286

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 2,757円95銭 ―

 当期純利益調整金額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） 8,366 1

 （うち新株予約権） （3,066） （1）

希薄効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権（新株予約権

の数215個） 

新株予約権（新株予約権

の数9,411個） 

 

 

 

重要な後発事象 

  

第 12 期(平成 17 年 12 月 31 日) 

  該当事項はありません。 

第 13 期(平成 18 年 12 月 31 日) 

  該当事項はありません。 
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