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 (百万円未満切捨て)
1. 19 年 12 月期の連結業績（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日） 

(1) 連結経営成績 (％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 ％ 
19年12月期 4,115 (0.7) △227 ( ―) △125 ( ―) △264 ( ―) 
18年12月期 4,088 (△2.9) △612 ( ―) △240 ( ―) △696 ( ―) 

 

 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 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
19年12月期 △2,802 22  ―  ― △7.5 △2.1 △5.5 
18年12月期 △7,385 88  ―  ― △17.1 △3.9 △5.9  

(参考) 持分法投資損益  19年12月期 ─ 百万円 18年12月期 132百万円

 
(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 

19年12月期 6,765 3,697 48.8 35,067 79 
18年12月期 5,061 3,789 74.3 39,864 27  

(参考) 自己資本 19年12月期 3,304百万円 18年12月期 3,758百万円

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況  

 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 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
19年12月期 △246 310 △148 1,052 
18年12月期 △828 △307 △34 1,158 

 
2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第１ 
 四半期末 中間期末 第３ 

 四半期末 期末 年間 
配当金総額 

(年間) 
配当性向

(連結) 
純資産 
配当率 
(連結) 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
19年12期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18年12期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20年12月期 

(予想) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ― ― ― 
 
3. 20 年 12 月期の連結業績予想（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日） 
 (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)  

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 
中間期 3,216 (89.2) 309 ― 314 ― 177 ― 1,874 92 
通 期 6,815 (65.6) 656 ― 667 ― 373 ― 3,591 10 
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4. その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有 

 
新規1社（株式会社ＭＪ） 除外2社（株式会社トリスター            

         インプローブ・ネットワークス株式会社） 
(注) 詳細は、9 ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更         無 
〔(注) 詳細は、23 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」をご覧くださ

い。〕 
 

(3) 発行済株式数（普通株式） 
 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 19年12月期 95,630株 18年12月期 95,630株

 ② 期末自己株式数 19年12月期 1,411株 18年12月期 1,344株
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、 ページ「１株当た

り情報」をご覧ください。 
 
(参考) 個別業績の概要 
1.  19 年 12 月期の個別業績（平成 19 年 1 月 1 日～平成 19 年 12 月 31 日） 

(1) 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 ％ 
19年12月期 2,701 (17.3) △161 ( ―) △65 ( ―) △52 ( ―) 
18年12月期 2,303 (△22.5) △527 ( ―) △149 ( ―) △385 ( ―) 

 

 １株当たり当期純利
益 

潜在株式調整後 
一株当たり当期純利

益 
 円 銭 円 銭 

19年12月期 △553 79 ― ― 
18年12月期 △4,088 67 ― ― 

 
(2) 個別財政状態 

 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 

19年12月期 3,671 3,231 88.0 34,296 71 
18年12月期 3,855 3,442 89.3 36,506 36  

(参考) 自己資本 19年12月期 3,231百万円 18年12月期 3,442百万円

 
2. 20 年 12 月期の個別業績予想（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日） 
 (％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 
中間期 1,625 (128.7) 37 ( ―) 37 (548.4) 31 ( ―) 331 28 
通 期 3,200 (118.5) 38 ( ―) 38 (  ― ) 25 ( ―) 275 71 

 
 � 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一

定の前提に基づいており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定

および業績予想のご利用に当たっての注意事項については 3 ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧くだ

さい。
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１ 経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 

①当連結会計期間の経営成績 
当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油を始めとする原材料価格の高騰の影響があったも

のの、企業収益の改善により設備投資が活発化、個人消費も緩やかに増加する等、景気回復が一段

と強固になってまいりました。海外においてはサブプライムローンの破綻に起因する米国経済の失

速の懸念があるものの、引き続き急成長を遂げる BRICs 各国の経済の伸びに支えられております。 
 こうした中、当社グループの属する情報通信・ネットワーク市場は、企業間の販売競争は一層激

しさを増し、製品価格の低下に歯止めがかからず、市場全体として昨年に引き続き伸び悩み混迷の

1 年となりました。 
 しかしながら、当連結会計年度下半期に入り、当社グループにおいては、経営及び開発体制を刷

新して次々と新製品を発表しております。その中でも理論値 300Mbps 通信が可能な IEEE802.11n 
Draft2.0 対応の無線ルータが当社の業績を牽引し、当社の業績は改善傾向にあります。 
 一方、新たに新規事業への進出として外国為替証拠金取引業を事業とする株式会社 MJ の第三者

割当増資を引き受け平成 19 年 7 月 19 日に子会社化いたしました。当連結会計年度末日現在、売買

取引高は大幅に増加し、第 4 四半期よりの当社の業績に貢献を果たしております。 
 他方、子会社間のノウハウ・機能・顧客については重複する部分があり、非効率な部分が存在す

ることから、株式会社アメリカンメガトレンドを存続会社として、株式会社トリスター、インプロ

ーブ・ネットワークス株式会社の 3 社を平成 19 年 12 月 17 日に合併させました。これにより、当

社グループ全体の効率化と経営判断のスピードアップを図ることができ、業績の好転につながるも

のと考えております。 
 このような状況において、当期連結売上高は前期比 0.7％増の 4,115,763 千円となりました。営業

利益も第 13 期連結会計年度に引き続いて確保には至りませんでした。連結経常損失は前期比

115,171 千円改善し△125,707 千円、連結当期純損失は 432,191 千円改善の△264,194 千円となりま

した。 
 
②次期の見通し 

 わが国経済は企業の設備投資の増加等から全体としては緩やかに成長しつつも、サブプライムロ

ーン問題などによる景気の減速など不安定項目を抱えております。わが社の抱える事業としては、

パッケージソフトウェアに翳りが見えるものの、ハードウェア事業、金融サービス事業ともに明る

い兆しが見えております。事業別にみた次期の見通しは以下のとおりであります。 
 
（ハードウェア事業） 

 ハードウェア事業におきましては、当社および台湾子会社が中心となりますが、理論値 300Mbps
通信が可能な IEEE802.11n Draft2.0 対応の無線ルータがコンシューマ向け製品を牽引し、好業績

を予想しております。また前年不振でありました法人向けもコンシューマ向け製品に牽引され好調

が予想されます。 
 
（ソフトウェア事業） 

 ソフトウェア事業におきましては、当社子会社である株式会社アメリカンメガトレンドが事業の

中心となります。現在のところ販売環境としてパッケージソフトの販売不振が続いておりますが、

法人向け市場を深耕した結果、実際にいくつかの大型案件で成約がとれたことから、前年増の予算

を策定しております。今後もパッケージ製品で大型製品の案件を抱えており、前年に比較して好調

に推移するものと予想しております。 
 
（金融サービス事業） 

 金融サービス事業におきましては、外国為替証拠金事業を営む当社子会社の株式会社 MJ が事業

の中心となります。株式会社 MJ が当社子会社になってからの取引高の伸びは著しく、国内でも１，

２を争う会社に成長しております。成長に伴い、必要な設備投資も続けていることから今後もさら

に伸長が予想されます。このような要因を加味して売上高、利益ともに前期比大幅増の予算を策定

しております。このことから当該事業は当社のグループの利益の牽引役になることを予想しており

ます。 
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以上のように、当社グループは限られた経営資源の中、高い利益率を確保できる事業に集中し、

新製品の開発を積極化することで先行者利得を得る体質を確立しつつあります。 
 平成 20 年 12 月期の連結業績予想といたしましては、連結売上高 6,815 百万円、連結営業利益

656 百万円、連結経常利益 667 百万円、当期純利益 373 百万円を予想しております。  
 

(2) 財政状態に関する分析 
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年

度末に比べ 105,897 千円減少し、当連結会計年度末には、1,052,245 千円となりました。 
当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  営業活動の結果減少した資金は246,820千円となりました。（前連結会計期間は828,965千円

の減少）主な内訳は、税引前損失69,902千円と外国為替取引顧客分別金信託の増加によるもの

であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果増加した資金は310,186千円となりました。（前連結会計期間は307,386千円

の使用）主な内訳は、投資有価証券の売却によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果減少した資金は148,559千円となりました。（前連結会計期間は34,500千円の

減少）主な内訳は、社債の償還によるものであります。 

 
当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 
 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 

自己資本比率 61.2 74.3 48.8 

時価ベースの自己資本比率 245.2 59.4 25.1 
キャッシュ・フロー対有利
子負債比率 ─ ─ ─ 
インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ ─ ─ ─ 

 
 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 

（注） １ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

    ２  株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出してお

ります。 

３ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシ

ュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のう

ち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連

結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４ 平成17年12月期末、平成18年12月期末、平成19年12月期末は、営業キャッシュ・フローが      

マイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシ

オを記載しておりません。 

 
 
(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

営業利益黒字転換を図り株主に対して安定した配当を実施することを重要な経営課題とし、経営
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基盤の強化および今後の事業展開に備えるため内部留保の確保と経営業績を考慮した配当の実施を

基本方針としております。 
 
 

(4) 事業等のリスク 
当社グループの経営成績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があり

ます。以下において、当社グループの事業等に関するリスク要因について、投資家の判断に重要な

影響を及ぼす可能性のある主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当し

ない事項についても、投資判断、あるいは当社の事業活動を理解する上で重要と考えられる事項に

ついて、投資家及び株主に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社は、これら

リスクの発生の可能性を認識した上で、リスクの回避及び発生した場合の対応に努める方針であり

ます。なお、以下の記載は当社株式への投資に関するリスクを網羅するものではなく、記載された

事項以外の予見しがたいリスクも存在いたします。また、文中における将来に関する事項は、当連

結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 
 

① 市場における価格競争について 
当社グループが販売しております情報通信・ネットワーク機器の市場は、競合他社同士での厳

しい価格競争が日常的に行われております。競合他社の新製品が登場し、それに伴って当社グル

ープ既存製品の販売価格の引下げを余儀なくされる場合もあり、このような状況は今後も続くと

考えられます。当社グループは利益確保のために部材の調達コスト、製造コスト等を削減する等

の経営努力を継続することが必要であると考えておりますが、今後、当社グループの想定した以

上に価格競争が厳しくなった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 

② 新製品の開発能力について 
当社グループの属する情報通信・ネットワーク機器業界は、技術革新が著しく、市場の成長ス

ピードに対し、当社グループ製品の開発スピードが遅れた場合、以下のリスクが考えられます。 
イ） 当社グループが市場からの支持を獲得できる新製品を的確に予測して開発できるとは 

   限らず、また開発ができたとしても、その販売が成功する確証がないこと。 
ロ） 技術の急速な進歩と消費者の嗜好の変化により、当社グループ製品がトレンドをはず 

     す（流行に遅れて陳腐化する）可能性があること。 
ハ） 開発の遅延により、市場の需要についていけなくなる可能性があること。  

  以上のように、当社グループが業界と市場の変化を充分に予測できず、魅力ある新製品 
    を開発できない場合は、当社グループの将来の成長と収益性を低下させ、当社グループ 
    の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
 
③ 生産拠点の選定と製品の品質維持について 

当社グループは固定的な費用を負担する必要のないファブレスという工場を自前で持たない有

利な環境にいます。それゆえに製造委託する工場での品質管理において、EMS の選定が重要な鍵

となります。また、製品の設計と製造の管理においては、万全を期しておりますが、予期せぬ不

具合品の発生等により、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
 
④ 為替変動の影響について  

当社グループの取扱い製品の生産は、ファブレスとして、その工場は台湾や中国を中心とした

海外の EMS の生産に 100％負っています。調達は US ドル建てで、有利な為替レートの確保が利

益獲得のための重要な条件の一つです。当社グループではそのために長期の為替オプション契約

を組んでおり、契約残に対して、その後の為替動向が、その契約レートよりも有利か不利かによ

って為替差益が大きく影響します。このような実現損益に加え、残高に対する時価評価は長期契

約のための必須条件となっています。  
 財務諸表作成のためオプション契約未行使残高を評価する際に、為替変動より財政状態及び経

営成績は大きく影響を受けることがあります。オプション契約を含む為替予約を行う等、為替変

動による連結業績への影響を 小限にとどめ、安定した収益を得るように努めております。 
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⑤ 在庫管理について 
当社グループ会社のパッケージ製品の在庫管理に関しては、取引先ごとに先方の在庫内容を常

時把握するとともに、販売価格の改定等取引条件の変更を実施する場合、流通在庫量の調整を行

う等の対策を行います。ただし、当社グループが行った対策が奏功しない場合には、当社の業績

に影響を与える可能性があります。 
 
⑥ 知的所有権について 

当社グループが所属する情報通信・ネットワーク関連機器業界は、技術開発が著しく、競合他

社も含め、特許権をはじめとする知的所有権の申請を積極的に進めております。当社グループと

いたしましては、独自の技術等を積極的に申請しているのはもちろんのこと、他社の特許権を侵

害しないよう、他社の知的所有権の情報収集に努め、管理を強化しております。  
 一方、当社グループの持つ特許を侵害した模造品が世界各国で発生する可能性があり、模造品

の流通により当社グループの売上等に影響を与える可能性があります。  
 当社グループでは特許管理を行う法務担当者を充実し、当社グループの開発による新たな新技

術を確実に当社グループの保有とするとともに、製品の開発・販売に際し、他社及び個人の特許

権・商標権等への抵触・侵害が発生しないよう調査を行って、他社及び個人の知的所有権の侵害

を未然に防止できるよう、万全の注意を払っております。 
 
⑦ 人材の確保、育成について 

当社グループでは、積極的に優秀な人材の採用等を進めると共に、評価・報酬制度の充実や教

育研修制度等の拡充・強化により、役職員の意識向上、組織の活性化及び優秀な人材の育成・定

着を図る方針であります。しかしながら、人材の確保及び育成が計画通りに進まない場合には、

当社グループの業務及び事業運営に支障を来たす可能性があります。  
 当社グループが所属する業界は、技術革新が速く、人材の流動性が高いこと、高度な技術が必

要であること等が特徴となっており、当社グループでは、開発・営業部門の組織強化を 重要課

題と位置づけ、優秀な人材の確保を図るとともに、社内教育の充実や人材育成・定着化に積極的

に取組んでおります。しかし、仮に優秀な人材の確保や育成・定着化ができなかった場合には、

当社グループの将来の成長や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。  
 また、高水準の技術革新と進歩を維持するため、 新技術の経験を持つエンジニア等の人材の

積極的な採用や、継続的な社内教育は、採用コストと人件費を押し上げ、これらのコストの増加

は、当社グループの経営成績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑧ 事業内容の多様化と新規事業について 

当社グループにおきましては、その事業基盤をより強固なものとすることを目的として、今後

も事業内容の多様化や新規事業への取り組みをさらに進めていく予定ですが、これらを実現する

ためには、人材の採用・設備の増強・研究開発費の発生等の追加的な支出が発生する可能性があ

ります。  
 また、これらの事業が安定して収益を生み出すにはしばらく時間がかかることが予想されるた

め、結果として当社グループ全体の収益の回復が経営陣の見込よりも遅れる可能性があります。  
 さらに、これらの事業が必ずしも当社グループの予想どおりに推移する確証はなく、予想に反

した場合は、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。 
 

⑨ 売掛債権の回収について 
当社グループにおきましては、製品、サービス、その他の販売にあたっては、社内規定に則っ

て販売先の与信状況等を十分に吟味しております。売上債権の回収には支障をきたさないよう十

分な注意を払っておりますが、景気の変動や取引先の経営状況の悪化等の影響により、今後売上

債権の回収が滞る等、回収不能分が発生する可能性があります。  
 また、今後は当社グループ事業の拡大に伴って、これらの状況に対応するための社内体制の整

備や人員増加等により当社グループのコスト負担が増大し、当社グループ収益に影響を与える可

能性があります。 
 

⑩ 役職員の継続勤務等について 
当社グループは、当社グループ代表取締役社長の久保田克昭に、経営全般を大きく依存してお

ります。久保田は当社グループ及び当社グループの業務に関して専門的な知識・技術を有してお
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ります。久保田が当社グループの役職を辞し、当社グループが適確な後任者の採用に失敗した場

合、事業の継続、発展に大きな影響が生じる可能性があります。 
 
⑪ ストック・オプションの行使について 

当社グループは、取締役及び従業員の当社グループ事業に対する貢献意欲及び経営への参画意

識を高めるため、インセンティブプランとしてストック・オプション制度を採用しております。

平成 19 年 12 月 31 日現在、同ストック・オプションの未行使株式数は 7,999 株であり、発行済

株式総数の 8.3％に相当しております。  
 当制度の内容については、(ストック・オプション等関係)をご参照下さい。  
これらのストック・オプションが行使された場合、当社グループの１株当たりの株式価値は希薄

化する可能性があります。  
 また、ストック・オプションは、株式市場の状況によっては有効に作用せず、役職員のモチベ

ーション低下、さらには人材の流出を招く可能性があります。 
 
⑫ 連結グループ運営について 

当社グループの子会社・関連会社については、内部管理体制の状況もその規模や歴史等に応じ

て一律ではありません。各社ともに、現状の業容に合わせて適宜必要な人員の確保・組織体制の

強化を図っていく方針ですが、これが適時に実現できない場合、グループの業績に支障をきたす

可能性があります。  
 また、各社の運営にあたっては、当社グループからの人的、及び資金的支援等が不可欠となっ

ており、現在は当社グループの関連する部門が各社との連携を密にしてその支援を実施しており

ます。  
 今後、当社グループならびに子会社・関連会社各社間の相互連携・支援などが十分に行うこと

が困難な状況となる可能性もあり、その場合には各社の業務運営に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 
 
⑬ 海外展開について 

今日、当社グループの主要な製造拠点は全て海外であり、特に台湾が中心となっております。  
 海外での事業展開に当たっては、当該国の金融市場及び経済に問題が生じた場合や、為替政策、

投資や本国送金等に対する諸規制、輸出・輸入規制及び税制の変更、さらにテロ・戦争の勃発、

SARS・鳥インフルエンザ等伝染病の流行による社会的・経済的混乱、地震等自然災害の発生等を

要因とするリスクがあります。当社グループも海外事業リスクに対しては可能な限りのリスクヘ

ッジを講じてはおりますが、予期できない様々な要因によって当社グループの業績に重要な影響

を与える可能性があります。 
 
⑭ M&Aによる事業拡大について 

当社グループは技術・販売の補完・拡大を目的に、当社グループ以外の会社に資本参加するこ

とにより、大幅な成長の達成を目指しております。M&A の成功のためには出資先企業を効率よく

取り込むことでありますが、異なる文化、習慣、言語等の障害によって予想されたとおりの成果

を生み出さない場合もあります。  
 また、新たに M&A を行うことにより、一時的に当社グループの経営成績、財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。 
 
⑮ 訴訟のリスク 

メーカーとして、製品の品質や安全性に関する評価は非常に重要であります。特に製品の信頼

性や安全性に関わるクレームは、製品の売上を急激に減少させ、当社グループの業績に悪影響を

与えかねません。会社設立以来、多額の補償金問題等大きなクレームまたは訴訟等を提起された

ことはございません。しかし、国内海外を問わず事業を遂行していくうえでは、訴訟提起される

リスクは常に内包しています。万一当社グループが提訴された場合、また訴訟の結果によっては、

当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 
 
⑯ 株式会社MJについて 

株式会社 MJ は当社グループが平成 19 年 7 月 19 日、第三者割当増資に応じてグループ化した

外国為替証拠金取引業を営む会社であります。外国為替証拠金取引業者は金融先物取引法の施行
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を受け、金融庁の監督の下、投資者保護の見地から自己資本規制比率の制定など、さまざまな規

制がもうけられ、証券会社のような各種規制により制度上は過去に比べて厳しい環境にあります。

万一株式会社 MJ がコンプライアンス違反などで摘発された場合、当社グループの業績及び財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。 
 株式会社 MJ は当社が資本参加する前に、イレギュラーなカバーディールからなる損失が約

450 百万円発生しました。今後このようなイレギュラーのカバーディールは起きる事はありませ

んが、カバーディールに失敗した場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性

があります。 
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２ 企業集団の状況 
 プラネックスコミュニケーションズ株式会社（以下当社）を中核とする企業集団（以下当社グルー

プ）は、情報通信・ネットワーク関連製品の開発、製造、販売及び外国為替証拠金取引業を主な事業内

容としており、連結子会社である PLANEX COMMUNICATIONS INC. (台湾)、株式会社アメリカンメ

ガトレンド（所在地：日本、以下 AMIJ）、平成 19 年 7 月 19 日に第三者割当増資の引き受けによって

子会社化した外国為替証拠金取引業を営む株式会社 MJ（所在地：日本、以下 MJ），非連結子会社であ

る PLANEX COMMUNICATIONS PTE LTD. (シンガポール)、PLANEX COMMUNICATIONS USA, 
Inc.（U.S.A.）の 6 社で構成されております。ネットワークプロダクト（コンピュータ周辺機器）の製

品開発につきましては、当社および 先端技術が集積する台湾に拠点を持つ PLANEX 
COMMUNICATIONS INC. （台湾）が共同で情報を収集し、市場競争力の強い製品開発を行っており

ます。 
 製造につきましては、PLANEX COMMUNICATIONS INC. （台湾）を通じて、技術開発サイクルが

速く、コストが安価で技術レベルの安定した台湾・中国等におけるベンダー各社に製造委託を行ってお

ります。 
 AMIJ につきましては、米国 American Megatrends Inc. (所在地：米国、以下 AMI) の日本代理店で

したが、AMI の代理店業務は既に解消されており、現在はこれまで培ってきた独自の BIOS 技術を応

用した携帯電話データ処理ソフト製品の受託開発を主な業務としておりました。平成 19 年 12 月 AMIJ
は完全子会社であり、携帯電話データ管理ソフト「携帯万能」シリーズを主力製品としたデータ処理ソ

フト製品の製造販売会社であります株式会社トリスター及び BREW(携帯電話向けプラットフォーム)ア
プリケーションの開発力やモバイルサイトのシステム力で高い運用・開発能力を持っておりますインプ

ローブ・ネットワークス株式会社を吸収合併いたしました。それにより、グループ内の資源の効率化を

図りました。 
 MJ につきましては前述したように、平成 19 年 7 月 19 日第三者割当増資を引き受け子会社化いたし

ました。外国為替証拠金取引業を営み、今後の成長を見込める分野であります。 
 当社グループは、当連結会計年度において、今後市場成長を見込める分野に経営資源を集中的に投入

し、市場のニーズに迅速に対応し、求められている製品をいち早く提供できる体制を整備しております。 
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３ 経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針 

今後のコミュニケーション社会を支えるネットワーキングカンパニーとして、「高機能で信頼性

の高いネットワーク製品、データ処理ソフト製品とネットワークサービスを、適正価格で迅速に提

供する」をモットーに、継続的な成長を実現し、顧客の求めるソリューションを幅広く提供できる

企業を目指してまいります。 
 

(2) 目標とする経営指標 
当社は、毎期継続的な成長を目指すと同時に、一定の利益率を確保することを目標としておりま

す。従来は、売上高伸率と経常利益率を重要な経営指標としてまいりましたが、2001 年度からの金

融商品会計の導入に伴い、経常利益率は外部要因である為替動向などにより大きく左右され、自社

努力による経常利益率の維持が困難な状況となっております。 
すでに前々年度より新たな経営努力を反映する指標として、売上高伸率と営業利益率の向上を経営

目標と致しておりますが、この方針をグループ企業に対しても適用してまいります。ただ今期に関

する限り、不本意な営業利益のマイナスに甘んじておりますが、現状は体制固めの時期と位置づけ

ております。 
技術革新のスピードの著しいネットワーク機器業界において、高利益率を維持するためには、常

に新鮮な在庫を保持して事業を営むことが も重要な課題であることから、創業当初より棚卸資産

回転率を重視した経営を行ってまいりました。このため、年 12 回転以上の棚卸資産回転率（保有

在庫 1 ヶ月以下）を経営目標としております。 
 

 (3) 中長期的な会社の経営戦略 
近年、インターネットの普及によるいっそうの情報化、ブロードバンドの定着、インターネット

におけるサービスメニューの充実、ワイヤレス製品の通信速度の向上などの要素から、今後も引き

続き情報通信・ネットワーク市場の成長が期待されております。特にゲームやデジタル家電の普及

でこれまでにネットワークに関係が薄かった消費者がネットワーク接続を行う時代が到来しており

ます。当社グループはこの流れをビジネスチャンスと捉え、開発資源を集中的に投下し、他社より

いち早く顧客ニーズに合致した製品を市場に投入していく方針であります。 
携帯電話市場は、パソコンとインターネットの普及をはるかに上回るスピードで、高度情報化時代

の波に乗り大きく成長してまいりました。当社グループはこれまで同様、中小・中堅企業や個人市

場への販売の強化をするとともに、大手企業や官公庁、教育関連などの新たな市場に向けた製品や

サービスの拡充を図ってまいります。情報通信・ネットワーク市場における自社の強みを生かした

事業展開に加えて、携帯電話関連製品を当社グループのもうひとつの事業の柱とし、高度情報化時

代を担う新たな企業の一員となることを目指してまいります。 
外国為替証拠金取引業につきましては、利益の期待できる分野であり、サーバなどのインフラ整備

のために積極的に投資をする方針であります。また、売上高の伸張も著しく、人員等の募集も積極

的におこなってまいります。 
 

 (4) 会社の対処すべき課題 
当社グループは、成長する企業への飛躍を目指して、「内部統制とコンプライアンス」を基本と

して「高機能、低価格の魅力ある製品開発」、「グループ各社とのシナジー効果の創出」、「管理

可能コストの削減」ならびに「収益の見込める新規事業への進出」の５つに重点を置いて経営に当

たっております。 
① 内部統制制度の強化およびコンプライアンスの重視 

金融商品取引法（日本版 SOX 法）に対応するための内部統制制度の強化が当社グループの急務

となっております。また、内部監査室を新たに設置するなど、コンプライアンスについて全社一

丸となって取り組み、法の秩序と社会的規範に従った経営をおこなっていく方針であります。 
 

② 高機能、低価格の魅力ある製品開発 
コア製品を絞り込み、経営資源の投入を集中的に行って、 高の品質の製品を、他社より安く、

さらに他社に先駆けて販売すること、さらに営業力の強化を目指して、開発、製造、販売、流通

の各局面における改革を実行いたします。 
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③ グループ各社とのシナジー効果の創出 
連結子会社である株式会社アメリカンメガトレンド、株式会社トリスター、インプローブ・ネ

ットワーク株式会社ら 3 社の持つノウハウ・機能・顧客は重複する部分があり、3 社の合併によ

って各社のリソースを共有し経営資源として活用していくとことができると考え、平成１９年１

２月１７日株式会社アメリカンメガトレンドを存続会社として合併を実施いたしました。これに

より当社グループ全体における効率化と経営判断のスピードアップを図ることができ、業績の好

転につながるものと考えております。  
 

④ 管理可能コストの削減 
前連結会計年度末において、採算性の確保できない事業について事業再構築損を特別損失に計

上いたしました。今後は採算性の確保できない事業を早期に取締役会で判断することで無駄な支

出を抑えてまいります。また、管理可能コストの徹底した削減を図ってまいります。 
 

⑤ 収益の見込める新規事業への進出 
当社グループは、外国為替証拠金取引業を生業とする株式会社 MJ の普通株式を平成１９年７

月１９日に第三者割当増資にて取得し、子会社化いたしました。今後は株式会社 MJ が当社の収

益に大きく寄与することを期待しております。 
 

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループは、コーポレート・ガバナンスとは、当社の株主、社員、取引先、債権者等ステ

ークホルダーに対する責任を果たし、かつ自らの価値を高めるため、「コンプライアンス」と

「企業価値の 大化」を両立させることであると考えております。その実現のためには、業務遂

行機能の迅速化、業務執行に対する監督、監査機能の向上、および違法行為を含むリスク防止機

能の強化が不可欠であることを認識し、日々その強化に努めております。 
特に「コンプライアンス」については、一度でも違反行為が発生すれば企業の存続も危ぶまれる

ような危機的状況に陥る可能性があることを十分認識しております。また、経営レベルでは、客

観的かつ透明性の高い経営判断が行われることが重要であると考えております。 
 

② コーポレート・ガバナンス体制の状況 
当社の取締役は 5 名であります。当社の監査役は 3 名で、すべて社外監査役であります。取締

役会は、定時取締役会を月 1 回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会も開催し、

迅速な経営上の意思決定を行える体制にしております。監査役は、定時取締役会及び臨時取締役

会に出席し、取締役の業務執行を監督しております。また、監査役会は月１回開催されておりま

す。加えて会計監査を委託している会計監査人から、半期毎の会計監査及び財務諸表に対する意

見表明業務と共に内部統制機能の充実などのアドバイスを随時受けており、更に、法律上の判断

が必要な場合には、顧問弁護士に随時確認を行って経営判断に反映させております。 
 

③ コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 
内部監査は、当社の内部監査室を中心にして、当社およびグループ各社において実施しており

ます。個人情報保護、情報セキュリティ強化についても取り組んでおります。また、一層の牽制

機能強化と効率的な業務改善に向け業務フローの見直しと改善を進めております。 
④ 社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

当社の社外監査役は、当社との人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。 
⑤経営管理組織の整備等に関する施策 

当社の経営チームは経営上のリスクを把握し、そのリスクを軽減化させるため合理的かつ効率

的な信頼性の高い経営を進める一方、経営の意思決定が迅速に行なわれるよう諸改革を行い、適

切な開示を進めることにより、株主を含めた当社を取り巻く様々な利害関係者(ステークホルダ

ー）それぞれの利益の増大に努めることを使命と考え、実行しております。 
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４ 連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

 
  前連結会計年度 

(平成18年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成19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   1,145,661   1,087,245   △ 58,415 

 ２ 売掛金   1,151,107   1,031,551   △ 119,555 

 ３ 短期貸付金   ―   920   920 

 ４ 有価証券   26,481   ―   △ 26,481 

 ５ たな卸資産   535,383   592,286   56,902 

 ６ 繰延税金資産   15,478   6,166   △ 9,311 

 ７ オプション資産   346,513   225,702   △ 120,810 

 ８ 顧客分別金   ―   2,180,395   2,180,395 

 ９ その他   132,672   250,788   118,116 

   貸倒引当金   △ 28,925   △ 45,137   △ 16,212 

  流動資産合計   3,324,371 65.7  5,329,918 78.8  2,005,547 

Ⅱ 固定資産          

 １ 有形固定資産          

  (1) 建物  18,773   48,323   29,550  

    減価償却累計額  △ 5,400 13,372  △ 8,816 39,507  △ 3,415 26,134 

  (2) 車両運搬具  28,157   6,604   △ 21,552  

    減価償却累計額  △ 19,032 9,124  △ 5,760 844  13,272 △ 8,280 

  (3) 工具器具備品  ―   156,363   156,363  

    減価償却累計額  ―   △ 107,574 48,789  △ 107,574 48,789 

  (4) その他  121,472   ―   △ 121,472  

    減価償却累計額  △ 94,543 26,929  ― ―  △ 94,543 △ 26,926 

   有形固定資産合計   49,426 1.0  89,141 1.3  39,714 

 ２ 無形固定資産          

  (1) ソフトウェア   ―   64,727   64,727 

  (2) のれん   70,069   193,157   123,087 

  (3) その他   42,515   3,931   △ 38,584 

   無形固定資産合計   112,584 2.2  261,815 3.9  149,230 
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  前連結会計年度 

(平成18年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成19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  1,389,614   811,237   △ 578,376 

  (2) 繰延税金資産   3,154   1,898   △ 1,255 

  (3) 差入保証金   ―   15,686   15,686 

  (4) 破産更正債権   ―   6   6 

  (5) その他   182,705   255,542   72,836 

      貸倒引当金   ―   △ 6   △ 6 

   投資その他の資産合計   1,575,473 31.1  1,084,365 16.0  △ 491,108 

  固定資産合計   1,737,485 34.3  1,435,321 21.2  △ 302,163 

  資産合計   5,061,857 100.0  6,765,240 100.0  1,703,383 
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  前連結会計年度 

(平成18年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成19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   585,602   555,242   △ 30,360 

 ２ 短期借入金   4,597   ―   △ 4,597 

 ３ 1年以内償還予定の社債   145,000   45,000   △ 100,000 

 ４ 未払法人税等   10,759   13,037   2,277 

 ５ 未払金   156,946   130,928   △ 26,018 

 ６ 繰延税金負債   48,650   12,938   △ 35,711 

 ７ 賞与引当金   10,094   8,103   △ 1,991 

 ８ 返品調整引当金   53,808   34,753   △ 19,055 

 ９ 預り証拠金   ―   1,967,654   1,967,654 

 10 その他   83,014   111,216   28,201 

  流動負債合計   1,098,473 21.7  2,878,874 42.6  1,780,400 

Ⅱ 固定負債          

 １ 社債   30,000   ―   △ 30,000 

 ２ 繰延税金負債   143,731   68,717   △ 75,013 

 ３ 劣後債務   ―   120,250   120,250 

 ４ その他   12   ―   △ 12 

  固定負債合計   173,743 3.4  188,967 2.8  15,224 

  負債合計   1,272,216 25.1  3,067,841 45.3  1,795,624 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

 １ 資本金   2,067,229 40.8  2,067,229 30.6  ─ 

 ２ 資本剰余金   1,997,846 39.5  1,612,342 23.8  △ 385,503 

 ３ 利益剰余金   △ 387,818 △ 7.7  △ 266,508 △ 3.9  121,309 

 ４ 自己株式   △ 68,875 △ 1.4  △ 70,131 △ 1.0  △ 1,256 

  株主資本合計   3,608,383 71.3  3,342,933 49.4  △ 265,450 

Ⅱ 評価・換算差額等          
 １ その他有価証券評価 
   差額金   61,847 1.2  △ 56,012 △ 0.8  △ 117,859 

 ２ 繰延ヘッジ損益   70,912 1.4  18,859 0.3  △ 52,053 

 ３ 為替換算調整勘定   17,499 0.4  △ 1,727 0.0  △ 19,227 

  評価・換算差額等合計   150,259 3.0  △ 38,880 △ 0.5  △ 189,140 

Ⅲ 少数株主持分   30,997 0.6  393,346 5.8  362,348 

   純資産合計   3,789,640 74.9  3,697,398 54.7  △ 92,241 

   負債及び純資産合計   5,061,857 100.0  6,765,240 100.0  1,703,383 
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(2) 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日  
 至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日  

 至 平成19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          

   製品売上高  ―   3,734,712   ―  

   外国為替取引損益  ― 4,088,139 100.0 381,051 4,115,763 100.0 ― 27,623 

Ⅱ 売上原価   2,595,027 63.5  2,417,053 58.3  △ 177,973 

   売上総利益   1,493,112 36.5  1,698,710 41.3  205,597 

   返品調整引当金繰入額   53,808   34,753   △ 19,054 

   返品調整引当金戻入額   △ 87,664   △ 53,808   33,855 

   差引売上総利益   1,526,967 37.3  1,717,765 41.7  190,797 

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

 １ 役員報酬  109,503   112,937   3,434  

 ２ 給与及び賞与  552,870   491,687   △ 61,182  

 ３ 広告宣伝費  61,536   97,104   35,567  

 ４ 運賃  91,097   97,908   6,810  

 ５ 貸倒引当金繰入額  22,906   18,266   △ 4,640  

 ６ 賞与引当金繰入額  16,891   14,567   △ 2,324  

 ７ 業務委託費  254,298   206,545   △ 47,753  

 ８ 研究開発費 ※１ 101,849   24,159   △ 77,690  

 ９ その他  928,555 2,139,510 52.3 882,028 1,945,204 47.3 △ 46,526 △ 194,305 

   営業損失   612,542 △ 15.0  227,439 △ 5.6  385,103 

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息配当金  42,601   24,763   △ 17,837  

 ２ 投資有価証券売却益  48,520   24,860   △ 23,660  

 ３ 為替差益  91,252   83,186   △ 8,066  

 ４ オプション評価益  224,966   ―   △ 224,966  

 ５ 雑収入  36,787 444,128 10.9 19,634 152,444 3.7 △ 17,153 △ 291,684 

Ⅴ 営業外費用          

 １ 支払利息  1,306   2,405   1,098  

 ２ オプション評価損  ―   34,937   34,937  

 ３ 持分法による投資損失  62,494   ―   △62,494  

 ４ 雑損失  8,664 72,465 1.8 13,369 50,712 1.2  4,705 △ 21,752 

   経常損失   240,878 △ 5.9  125,707 △ 3.1  115,171 
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前連結会計年度 

 (自 平成18年１月１日   
 至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
 (自 平成19年１月１日   
 至 平成19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) 

Ⅵ 特別利益          

 １ 固定資産売却益  308   553   245  

 ２ 投資有価証券売却益  ―   93,345   93,345  

 ３ 投資有価証券償還益  ―   20,118   20,118  

 ４ 投資有価証券評価益  ―   12,926   12,926  

 ５ 役員退職慰労引当金 
   戻入益  165,856   ―   △ 165,856  

 ６ 前期製品評価損修正益  24,745   12,928   △ 11,816  

 ７ 前期損益修正益  5,332 196,243 4.8 12,500 152,372 3.7 7,168 △ 43,870 

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産除却損 ※２ 4,694   76   △ 4,618  

 ２ 投資有価証券評価損 ※８ 23,993   31,807   7,813  

 ３ 子会社整理損 ※３ 9,751   ―   △ 9,751  

 ４ 製品廃棄損  ―   1,959   1,959  

 ５ 違約金  33,468   1,654   △ 31,813  

 ６ 事業再構築損 ※４ 215,528   ―   △ 215,528  

 ７ 減損損失 ※５ 118,166   ―   △ 118,166  

 ８ 持分法による投資損失 ※６ 70,235   ―   △ 70,235  

 ９ のれん償却額 ※７ 144,300   54,399   △ 89,900  

 10 前期損益修正損  7,000 627,138 15.3 6,670 96,567 2.3 △ 329 △ 530,571 

   税金等調整前当期純 
   損失   671,774 △ 16.4  69,902 △ 1.7  601,871 

   法人税、住民税 
   及び事業税  21,342   15,226   △ 6,116  

   法人税等調整額  3,268 24,610 △0.6 11,149 26,375 △0.6 7,881 1,764 

   少数株主利益   ― ―  167,916 △4.1  167,916 

   当期純損失   696,385 △ 17.0  264,194 △ 6.4  432,191 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 
前連結会計年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

 
株主資本 

 
資本金 資本剰余金 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 2,456,891 △ 151,077 △ 68,875 4,304,168 

連結会計年度中の変動額      

 資本準備金取崩  △ 459,044 459,044  ― 

 連結子会社の株式交換に伴う 
     持分変動による減少     △ 9,631  △ 9,631 

 持分法適用会社の減少に伴う 
     増加     10,231  10,231 

 当期純損失（△）   △ 696,385  △ 696,385 

 株主資本以外の項目の 
     連結会計年度中の変動額(純
額) 

― ― ― ― ― 

連結会計年度中の変動額合計 
    (千円) ― △ 459,044 △ 236,740 ― △ 695,785 

平成18年12月31日残高(千円) 2,067,229 1,997,846 △ 387,818 △ 68,875 3,608,383 

 

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 

為替換算 
    調整勘定 

評価・換算 
    差額等合計 

少数株主 
    持分 純資産合計 

平成17年12月31日残高(千円) 36,713 ― 33,390 70,104 ― 4,374,272 

連結会計年度中の変動額       

資本準備金取崩      ― 

連結子会社の株式交換に伴う  
持分変動による減少      △ 9,631 

持分法適用会社の減少に伴う  
増加      10,231 

当期純損失（△）      △ 696,385 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額(純額) 25,133 70,912 △ 15,890 80,155 30,997 111,153 

連結会計年度中の変動額合計  
(千円) 25,133 70,912 △ 15,890 80,155 30,997 △ 584,632 

平成18年12月31日残高(千円) 61,847 70,912 17,499 150,259 30,997 3,789,640 
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当連結会計年度(自 平成 19 年１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 

平成18年12月31日残高(千円) 2,067,229 1,997,846 △ 387,818 △ 68,875 3,608,383 

連結会計年度中の変動額      

 資本準備金取崩  △ 385,503 385,503  ― 

 当期純損失（△）   △ 264,194  △ 264,194 

 自己株式の取得    △ 1,256 △ 1,256 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)      

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) ― △ 385,503 121,309 △ 1,256 △ 265,450 

平成19年12月31日残高(千円) 2,067,229 1,612,342 △ 266,508 △ 70,131 3,342,933 

 

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 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 純資産合計 

平成18年12月31日残高(千円) 61,847 70,912 17,499 150,259 30,997 3,789,640 

連結会計年度中の変動額       

 資本準備金取崩      ― 

 当期純損失（△）      △ 264,194 

 自己株式の取得      △ 1,256 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) △ 117,859 △ 52,053 △ 19,227 △ 189,140 362,348 173,208 

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) △ 117,859 △ 52,053 △ 19,227 △ 189,140 362,348 △ 92,241 

平成19年12月31日残高(千円) △ 56,012 18,859 △ 1,727 △ 38,880 393,346 3,697,398 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 
比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 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  671,774 69,902 601,871 

減価償却費  48,738 41,189 △ 7,549 
減損損失  118,166 ― △ 118,166 
のれん償却額  244,094 76,912 △ 167,182 
持分法による投資損失  132,729 ― △ 132,729 
貸倒引当金の増加額  14,042 16,481 2,439 
賞与引当金の増少額  △ 1,157 △ 1,721 △ 564 
役員退職慰労引当金の増減額  △ 165,856 ― 165,856 
返品調整引当金の増減額  △ 49,816 △ 19,055 30,761 
受取利息及び受取配当金  △ 42,601 △ 24,763 17,837 
支払利息  1,306 2,405 1,098 
事業構造構築損  111,103 ― △ 111,103 
為替差益  △ 14,821 2,224 17,045 
オプション評価益  △ 224,966 34,937 259,904 
子会社整理損  9,751 ― △ 9,751 
投資有価証券売却益  △ 48,520 △ 118,205 △ 69,685 
有形固定資産売却益  ― △ 553 △ 553 
投資有価証券償還損  ― △ 20,118 △ 20,118 
有形固定資産除却損  4,385 76 △ 4,308 
投資有価証券評価損  23,993 18,880 △ 5,113 
売上債権の増減額  852,289 102,311 △ 749,977 
棚卸資産の増減額  △ 81,155 △ 60,475 20,679 
仕入債務の増減額  △ 985,320 △ 13,400 971,920 
未払金の増減額  △ 83,391 △ 70,229 13,162 
未払消費税等の増減額  4,113 3,275 △ 837 
外国為替取引顧客分別金信託の増減額  ― △ 2,180,395 △ 2,180,395 
外国為替取引未収金の増減額  ― △ 12,957 △ 12,957 
外国為替取引差入証拠金の増減額  ― 1,158,167 1,158,167 
外国為替取引預り証拠金の増減額  ― 793,042 793,042 
その他の資産負債の増減額  △ 26,038 60,784 86,823 

小計  △ 830,707 △ 281,090 549,616 
利息及び配当金の受取額  49,954 43,243 △ 6,711 
利息の支払額  △ 1,306 △ 2,394 △ 1,088 
法人税等の支払額  △ 46,906 △ 6,578 40,328 
営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 828,965 △ 246,820 582,144 
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前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 
比較増減 

区分 注記 
番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     
   定期預金の純増減額  5,000 49,000 44,000 
   投資有価証券の取得による支出  △653,184 △ 708,975 △ 55,790 
   関連会社株式取得による支出  ― 7,643 7,643 
   有価証券の売却による収入  ― 27,303 27,303 
   投資有価証券の売却による収入  375,064 1,003,212 628,148 
   出資金の払戻による収入  ― 18,728 18,728 
   有形固定資産の取得による支出  △23,059 △ 44,700 △ 21,641 
   有形固定資産の売却による収入  819 7,000 6,180 
   無形固定資産の取得による支出  △10,253 △ 27,410 △ 17,156 
   のれんの取得による支出  △33,412 ― 33,412 
   短期貸付金の増減額  35,000 △ 760 △ 35,760 
   株式交換による子会社資金の受入額  11,869 ― △ 11,869 
   敷金保証金の増加による支出  △10,873 190 11,063 
   その他  △4,357 △ 21,044 △ 16,687 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △307,386 310,186 617,572 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     
   短期借入金の返済による支出  △4,500 △4,609 △109 
   社債の償還による支出  △30,000 △130,000 △100,000 
   劣後債務  ― △13,950 △13,950 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △34,500 △148,559 △114,059 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  6,349 △20,704 △27,053 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △1,164,502 △105,896 1,058,606 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,322,644 1,158,142 △1,164,502 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  1,158,142 1,052,245 △105,896 
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

   当社グループは、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

社グループ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、当社グループは営業損益

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期連結会計年度までの取り組みについ

て  
 当社グループは、第13期連結会計年度にお

きまして、事業再構築損、子会社整理損等の

特別損失を627,138千円計上し、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高い

利益率を確保でき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期連結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。 
 

 当社グループは５期連続して営業損失及び4
期連続して営業キャッシュ・フローがマイナ

スの状態にあります。こうした状況から当社

グループ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、当社グループは営業損益

の黒字化及び営業キャッシュ・フローのプラ

ス化への対処を行っており、その概要は次の

とおりであります。 
 
１．第14期連結会計年度までの取り組みにつ

いて 
 当社グループは、第13期連結会計年度末に

おきまして、事業再構築損、子会社整理損等

の特別損失を627,138千円計上し、不採算で今

後当社グループの業績に影響を与える事業及

び商品について全て撤退、廃棄、整理いたし

ました。それにより第14期連結会計年度には

当社グループの限られた資源について高い利

益率の確保でき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。結果とし

て第14期連結会計年度には第13期連結会計年

度と比較して営業損益が大幅に改善されまし

た。 
 販売管理費につきましても、第13期連結会

計年度に比較して第14期連結会計年度では

10％弱の販売管理費の圧縮に成功することが

でき、営業損益の改善に貢献しました。 
 また、平成19年7月19日に新たに外国為替証

拠金取引業を営む株式会社MJを第三者割当増

資の引き受けにより子会社化いたしました。

株式会社MJの収益は当社の第三者割当増資の

引き受けを機に大幅に業績が改善されてお

り、今後の当社グループへの収益の貢献が期

待されます。 
平成19年12月17日に当社グループの株式会

社アメリカンメガトレンドを存続会社とし

て、株式会社トリスター、インプローブ・ネ

ットワークス株式会社の３社による合併を行

いました。これにより重複するノウハウ・機

能・顧客を整理し、第15期連結会計年度には

各社のリソースを共有して経営資源として活

用していくことを考えております。 
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前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

2．第14期連結会計年度の取り組みについて  
 第14期連結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、当社グループ

全体の販売管理費につきましては、昨年に新

たにインプローブ・ネットワークス株式会社

を連結子会社としたことを加味した上で経費

の大幅な削減を行なうことにいたしました。  
 第14期連結会計年度の売上につきまして

も、高い利益率を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。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。また、第13期連結会計年度

に連結子会社となったインプローブ・ネット

ワークス株式会社と株式会社アメリカンメガ

トレンドによるシナジー効果により、新製品

の共同開発を積極的に展開していく方針であ

ります。 
 

２． 第15期連結会計年度の取り組みについて 
当社グループは平成19年12月28日に取締役会

を開催し、「第15期短期予算案」を承認可決

いたしました。ここでは、当社グループが高

い利益率の確保できる優位な事業に経営資源

を集中し、売上もさらに伸張し、営業損益の

黒字化を図るべく計画しております。 
 さらに第15期連結会計年度は前述したとお

り、株式会社MJの利益貢献が期待でき、営業

損益の黒字化が期待されます。 
 

3．運転資金について  
 当社グループは第13期連結会計年度末に

1,222,981千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。  
 
連結財務諸表は、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

を連結財務諸表には反映しておりません。 
 

３．運転資金について 
 当社グループは、第14期連結会計年度末に

811,237千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。 
 

連結財務諸表は、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

を連結財務諸表には反映しておりません。 
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１ 連結の範囲に関する

事項 
(1) 連結子会社の数 ４社 

主要な連結子会社名 
PLANEX 
COMMUNICATIONS INC 
 (台湾) 
株式会社アメリカンメガトレ

ンド 
株式会社トリスター 
インプローブ・ネットワーク

ス株式会社 
 
 

  インプローブ・ネットワー

クス株式会社につきまして

は、連結子会社である株式会

社アメリカンメガトレンド

が、平成18年11月13日にイン

プローブ・ネットワークス株

式会社の全発行済株式3,800株
を株式交換により取得いたし

ました。しかしながら平成18
年12月31日をみなし取得日と

したため、当連結会計年度は

連結貸借対照表上のみ連結対

象としております。 
 

(1) 連結子会社の数 ３社 
主要な連結子会社名 
PLANEX 
COMMUNICATIONS INC 
(台湾) 
株式会社アメリカンメガトレン

ド 

 株式会社MJ 

 

 
平成19年7月19日に、新た

に外国為替証拠金取引業を営

む株式会社MJを第三者割当増

資の引き受けにより子会社化

いたしました。平成19年12月
17日には、当社グループの株

式会社アメリカンメガトレン

ドを存続会社として、株式会

社トリスター、インプロー

ブ・ネットワークス株式会社

の３社による合併を行いまし

た。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社 
PLANEX 
COMMUNICATIONS PTE 
LTD. (シンガポール) 
RedSIP Inc. 

 
  (連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためでありま

す。なお、RedSIP,Inc.は平成

18年12月７日に事業を閉鎖し

ております。 
 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 
主要な非連結子会社 
PLANEX 
COMMUNICATIONS PTE 
LTD.(シンガポール) 

   
 

(連結の範囲から除いた理由) 
非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益(持分に見

合う額)及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためでありま

す。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

２ 持分法の適用に関す

る事項 
(1) 持分法を適用した関連会社数 

１社 
会社の名称 SUSTEEN,Inc.  
  SUSTEEN,Inc.は、当社の

支配権が従前から及ばないた

め当連結会計年度末より、持

分法の適用から除外しており

ます。  

(1) 持分法を適用した関連会社数  
     
  ―――――――――――― 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社のうち

主要な会社等の名称 
PLANEX 
COMMUNICATIONS PTE 
LTD. (シンガポール) 
RedSIP Inc. 
 

 
 

(持分法を適用しない理由) 
  持分法を適用していない非

連結子会社は、それぞれ連結

純損益及び利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性が乏

しいため、持分法の適用から

除外しております。 

(2) 持分法を適用していない非連 
結子会社及び関連会社のうち

主要な会社等の名称 
PLANEX 
COMMUNICATIONS PTE 
LTD.(シンガポール) 
PLANEX 
COMMUNICATIONS USA 
Inc. (アメリカ) 
   
(持分法を適用しない理由) 
 

同左 

３ 連結子会社の事業年

度等に関する事項 
 すべての連結子会社等の決算日

は連結決算日と一致しておりま

す。  

 連結子会社のうち、決算日の異

なる会社は株式会社MJ社であ

り、決算日は３月31日でありま

す。 
 連結財務諸表の作成に当たって

は、株式会社MJ社については仮

決算に基づく財務諸表を採用して

おります。なお、その他の連結子

会社の事業年度の末日は連結決算

日と一致しております。 
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項目 前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12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 
イ 有価証券 
  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。 

イ 有価証券 
  満期保有目的の債券 

同左 

 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) 

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。 
    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 
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（金融商品取引法第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。 

 ロ デリバティブ 
  時価法によっております。 
ハ たな卸資産 
  製品：移動平均法による原価

法を採用しております。 

ロ デリバティブ 
同左 

ハ たな卸資産 
同左 

(2) 重要な減価償却資産の
減価償却の方法 

イ 有形固定資産 
提出会社は、建物(附属設備を

除く)については定額法、その他
については、定率法を採用して
おります。また在外連結子会社
は当該国の会計基準の規定に基
づく定額法を採用しておりま
す。 

イ 有形固定資産 
 

同左 

 ロ 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。 

ロ 無形固定資産 
 

同左 

(3) 重要な繰延資産の処理
方法 

イ 株式交付費 
支払時に全額費用処理してお

ります。 

イ 株式交付費 
 

同左 



プラネックスコミュニケーションズ(株) (6784) 平成 19 年 12 月期決算短信 

―26― 

 
項目 前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

(4) 重要な引当金の計上基
準 

イ 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。 

イ 貸倒引当金 
 

同左 

 ロ 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。 

ロ 賞与引当金 
 

同左 

 ハ 返品調整引当金 
連結子会社の一部において、

ソフトウェアパッケージ商品の
返品による損失に備えるため、
返品見込み額の売買利益相当額
及び返品に伴い発生する廃棄損
相当額を計上しております。 

ハ 返品調整引当金 
 

同左 

 ニ 役員退職慰労引当金 
 （追加情報の注記） 

提出会社は従来、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、取
締役会決議に基づく同規程の廃
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。  

―――――――――――― 

(５)重要なリース取引の処
理方法 

―――――――――――― リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以外
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によ
っております。 
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項目 
前連結会計年度 

    (自 平成18年１月１日 
     至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
    (自 平成19年１月１日 

     至 平成19年12月31日) 
(6) 重要なヘッジ会計の方
法 

イ 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。 

イ ヘッジ会計の方法 
 

同左 

 ロ 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 

ロ 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 

 ハ 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。 

ハ ヘッジ方針 
 

同左 

 ニ 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。 

ニ ヘッジの有効性評価の方法 
 

同左 

(7) その他連結財務諸表作

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 

５ 連結子会社の資産及

び負債の評価に関する

事項 

 連結子会社の資産及び負債の評

価については、全面時価評価法に

よっております。 

 
同左 

６ のれんの償却に関す

る事項 
 

 のれんは、5年間で償却してお

ります。 
 

同左 

７ 連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金、及び容易に換金可能

でありかつ価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

 
同左 
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(会計処理の変更) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準)  
 当連結会計年度より、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。 
 これにより税金等調整前当期純損失は

339,446千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)  
 当連結会計年度から「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3,687,730千円であります。 
 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．前連結会計年度における「資本の部」

は、連結会計年度から「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．前連結会計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、当連結会計年度に

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．前連結会計年度において「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、当連結会計年度か

ら「評価・換算差額等」の内訳科目とし

て表示しております。 
４．前連結会計年度において「負債の部」に

表示しておりました「繰延ヘッジ利益」

は、当連結会計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、前連結会計年度の繰延ヘッジ利

益について、当連結会計年度と同様の方 
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前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

法によった場合の金額は88,938千円であ

ります。 
５．前連結会計年度において「その他有価証

券評価差額金」の次に表示しておりまし
た「為替換算調整勘定」は、当連結会計
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。 
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前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

(ストック・オプション等に関する会計基準等)  
     当連結会計年度から「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)  

  当連結会計年度から「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)  
 当連結会計年度から、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、この改正による連結貸借対照表の表

示に関する変更は以下のとおりであります。 
  前連結会計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、当連結会計年度か

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) 

  当連結会計年度から、「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、当連結会計年度から「連

結株主資本等変動計算書」を作成しておりま

す。    
また、前連結会計年度まで作成しておりまし 

           ―――――――――――― 
 

 

 

 

 

 

 
 

―――――――――――― 
 

 

 

 
―――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
―――――――――――― 
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前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

た「連結剰余金計算書」は、本改正により廃

止され、当連結会計年度からは作成しており

ません。 
 

―――――――――――― 

 

 
 
（固定資産の減価償却方法） 

 当連結会計年度より、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19
年３月30日 法律第6号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成19年３月30日
政令第83号））に伴い、平成19年４月１日以

降取得したものについては、改正後の法人税

法に基づく方法により変更しております。 
    これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。 
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(表示方法の変更) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

（連結貸借対照表関係） 
  連結財務諸表規則の改正に伴い、当連結会計年

度より「営業権」及び「連結調整勘定」は「のれ

ん」として表示しております。 
  なお、当連結会計年度の「営業権」、「連結調

整勘定」の額はそれぞれ4,329千円、65,739千円

であります。 
  

―――――――――――― 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
 連結財務諸表規則の改正に伴い、当連結会計年

度より「営業権償却額」及び「連結調整勘定償却

額」は、「のれん償却額」として表示しておりま

す。 
  なお、当連結会計年度の「営業権償却額」、

「連結調整勘定償却額」の額はそれぞれ30,915千
円、213,178千円であります。  

―――――――――――― 

 
(追加情報) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

 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」

（平成18年３月 企業会計基準委員会 実務対応

報告第17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

30,208千円と相殺して表示しています。 

            ―――――――――――― 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 
(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 

    (平成18年12月31日) 
当連結会計年度 

    (平成19年12月31日) 
※１ 非連結子会社及び関連会社に対するもの

は、次のとおりであります。 
投資有価証券(株式) 2,960千円  

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するもの

は、次のとおりであります。 
投資有価証券(株式) 8,883千円  

―――――――――――― ※ 偶発債務 

Gemteck Technology Co., Ltd.は、平成19

年10月29日付けで、当社の連結子会社である

PLANEX COMMUNICATIONS Inc.(台湾)を被告と

する損害賠償訴訟を台北地方法院（地方裁判

所）へ提訴しました。 

これは、同社に発注したハード製品のサン

プルが１年以上遅れ、 終的に完成に至らず

売買契約を解除したため、同社が完成後、

PLANEX COMMUNICATIONS Inc.(台湾)を通して

市場に販売した場合の得べかりし粗利益等と

して194,407USD（22,191千円）に対する損害

を賠償請求するものでありますが、今後の裁

判において然るべき主張をして行く方針であ

ります。 
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

※１ 研究開発費の総額 
一般管理費に含まれる研究開
発費 101,849千円

 

※１ 研究開発費の総額 
一般管理費に含まれる研究開
発費 24,159千円

 
※２ 固定資産除却損は次のとおりであります。 

工具器具備品 4,694千円 

※２ 固定資産除却損は次のとおりであります。 
工具器具備品 76千円 

※３ 子会社整理損は、子会社RedSIP,Inc.が平成

18年12月7日に事業を閉鎖したことによるも

のであります。 

※３      ―――――――――― 

※４ 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

なくなったことによる等の理由により、その

中止決定をしたことによる損失であります。 

※４      ―――――――――― 

※５ 減損損失は、株式会社アメリカンメガトレ

ンドと株式会社トリスターのそれぞれののれ

ん92,500千円、25,666千円について、期末日

時点で資産価値の毀損を認識し全額減損処理

を行ったことによるものであります。 
 資産価値の毀損を認識した経緯としまして

は、当初想定していた収益が見込めなくなっ

たことから、資産価値の再評価を行った結果

によるものであります。 

※５      ―――――――――― 

※６ 持分法による投資損失（特別損失）は、 
SUSTEEN,Inc.株式に対する投資有価証券に

ついて連結調整勘定相当額を減損処理したこ

とによるものであります。 

※６      ―――――――――― 

※７ 特別損失ののれん償却額は、株式会社アメ

リカンメガトレンドののれんについて、資産

価値の毀損を認識し平成18年12月末残高を全

額償却したものであります。 
 資産価値の毀損を認識した経緯としまして

は、当初予想と異なる業績の低迷、さらに

は、利益計画に基づき現在価値について検討

を行なった結果、残存償却期間で計算した将

来キャッシュ・フローでは資産価値を補うに

至らなかったことによるものであります。 

※７ 特別損失ののれん償却額は、平成19年6月
末時点の株式会社トリスターののれん残高及

び、平成19年11月末時点のインプローブ・ネ

ットワークス株式会社ののれん残高を全額償

却したことによるものであります。      
 
 
 
 
 
 
 

※８      ―――――――――― ※８ 投資有価証券評価損は、連結子会社 
PLANEX COMMUNICATIONS Inc.(台湾)保
有の株式評価損等の計上であります。     
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(連結株主資本等変動計算書関係) 
前連結会計年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 95,629.89 1.00 ― 95,630.89 
 
（変動事由の概要） 
 旧商法第 280 条ノ第 19 第１項の規定に基づく、当社取締役及び従業員に対する新株引受権の行使による

ものであります。  
 

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 1,344.89 ― ― 1,344.89 
 

 
３ 配当に関する事項 
 該当事項はありません。 
 
当連結会計年度(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 95,630.89 ― ― 95,630.89 
 
（変動事由の概要） 
 旧商法第 280 条ノ第 19 第１項の規定に基づく、当社取締役及び従業員に対する新株引受権の行使による

ものであります。  
 

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 1,344.89 67.00 ― 1,411.89 
 

 
３ 配当に関する事項 
 該当事項はありません。 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 1,145,661千円

有価証券勘定に含まれるMMF等 26,481千円

    計 1,172,142千円
預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 △14,000千円

現金及び現金同等物 1,158,142千円 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金勘定 1,087,245千円

有価証券勘定に含まれるMMF等 ― 千円

    計 1,087,245千円
預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 △35,000千円

現金及び現金同等物 1,052,245千円 
２   株式交換により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳等 
   株式交換により新たにインプローブ・ネッ

トワークス株式会社を連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳は次のとおり

であります。 
 

２   第三者割当増資の引き受けにより新たに連

結子会社となった会社の資産及び負債の主な

内訳等 
   第三者割当増資により新たに株式会社MJを

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳は次のとおりであります。 

  (1)連結開始時の資産及び負債の内訳 
流動資産 42,215千円

固定資産 5,339千円

資産合計 47,554千円

 
流動負債 12,361千円

固定負債 12千円

負債合計 12,373千円 

  (1)連結開始時の資産及び負債の内訳 
流動資産 1,457,679千円 
固定資産 92,208千円 
資産合計 1,549,887千円 
  
流動負債 1,221,254千円 
固定負債 134,200千円 
負債合計 1,355,454千円   
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(セグメント情報) 
１ 事業の種類別セグメント情報 

     
    前連結会計年度(自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

 
前連結会計年度において、当社連結グループは、情報通信・ネットワーク関連製品の開発及

び製造販売を行う単一事業を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報の記載は行ってお

りません。 
 
    当連結会計年度(自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 
 
      (単位：千円) 

  

情報通信・ネ

ットワーク関

連製品事業 

金 融 事 業

（MJ） 
合計 消去又は全社 計 

Ⅰ．売上高 
（１）外部顧客に 

   対する売上高 
3,734,712 381,051 4,115,763 ― 4,115,763

（２）セグメント間の

内部売上高又は振替高 
9,163 ― 9,163 △9,163― 

計 3,743,875 381,051 4,124,926 △9,163 4,115,763

営業費用 4,144,031 207,400 4,351,431 △8,229 4,343,202

  営業利益又は    
  営業損失 

△400,156 173,650 △226,506 △933 △227,439

Ⅱ．資産、減価償却費及

び資本的支出 

  資産 4,227,055 2,539,118 6,766,173 △933 6,765,240

  減価償却費 39,345 5,507 44,852 △35 44,817

  資本的支出 42,404 17,403 59,807 △969 58,838
 
(注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
   ２  各区分の主な製品 
    (１)情報通信・ネットワーク関連製品事業・・・NIC(LAN アダプタ)、ハブ、 

              スイッチングハブ、インテリジェントハブ、レイヤ 3/4 スイッチングハブ、 
              ギガビットスイッチングハブ、ワイヤレス製品、ネットワークカメラ、 
              プリントサーバ、ケーブル、USB/Bluetooth 関連製品、ブロードバンドルータ、 
              VoIP、サーバ類(NAS)、携帯万能、ユーティリティソフト、パッケージソフト、 
       その他ネットワーク構築・工事、ネットワーク保守サービス、その他 
    (２)外国為替証拠金取引 
  ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた消去費用(8,229 千円)は、新会社から子会社へ 

    販売した工具器具備品の売上原価であります。 
４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた消去資産は、新会社から子会社へ販売した工具器

具備品であります。 
  ５ (会計処理の変更)に記載のとおり、当連結会計年度より有形固定資産に係る会計方針を変更し 

    ております。 
     なお、この変更による各セグメントに与える影響は軽微であります。 
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２ 所在地別セグメント情報 
前連結会計年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

 
 日本 

    (千円) 
アジア 

    (千円) 計(千円) 消去又は全社 
    (千円) 

連結 
    (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      
(1) 外部顧客に 

対する売上高 3,350,717 737,421 4,088,139 ― 4,088,139 
(2) セグメント間の内部 

売上高 179,477 1,943,362 2,122,839 (2,122,839) ― 

計 3,530,194 2,680,784 6,210,978 (2,122,839) 4,088,139 

営業費用 4,039,800 2,731,308 6,771,108 (2,070,427) 4,700,681 

営業損失 509,606 50,524 560,130 52,411 612,542 

Ⅱ 資産 3,414,790 1,129,489 4,544,279 517,577 5,061,857 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 
    アジア………………台湾 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の開発・購買
部門等に係る人件費であり、金額は 49,492 千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余裕運用資金(定
期預金)、長期投資資金(投資有価証券)であり、金額は 1,445,407 千円であります。 

 
当連結会計年度(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 

 
 日本 

    (千円) 
アジア 

    (千円) 計(千円) 消去又は全社 
    (千円) 

連結 
    (千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      
(1) 外部顧客に 

対する売上高 3,438,884 676,878 4,115,763 ─ 4,115,763 
(2) セグメント間の内部 

売上高 66,060 1,735,695 1,801,756 (1,801,756) ─ 

計 3,504,945 2,412,573 5,917,519 (1,801,756) 4,115,763 

営業費用 3,576,066 2,522,986 6,099,053 (1,755,850) 4,343,202 

営業損失 71,121 110,412 181,533 45,905 227,439 

Ⅱ 資産 5,906,739 1,042,106 6,948,846 183,605 6,765,240 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 
    アジア………………台湾 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の開発・購買
部門等に係る人件費であり、金額は 37,571 千円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余裕運用資金(定
期預金)、長期投資資金(投資有価証券)であり、金額は 811,237 千円であります。 

  ５（会計処理の変更）に記載のとおり、当連結会計年度より有形固定資産に係る会計方針を変更

しております。 
 なお、この変更による各セグメントに与える影響は軽微であります。 
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３ 海外売上高 
前連結会計年度(自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日) 

 
 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 673,727 132,276 806,003 

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,088,139 

Ⅲ 連結売上高に占める海外 
売上高の割合(％) 16.4 3.2 19.7 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 
  アジア………………台湾、香港、韓国、タイ、シンガポール、スリランカ、イスラエル、 
           ベトナム、アラブ首長国連邦、フィリピン、インド、クウェート、ト

ルコ、 
             サウジアラビア 

  その他………………ドイツ、イギリス、ポーランド、スウェーデン、スイス、フランス、

アイルランド 
           イタリア、ギリシャ、オランダ、ノルウェー、アメリカ、カナダ、ブ

ラジル 
           オーストラリア、ニューカレドニア、ポルトガル、コートジボアール

共和国 
 

当連結会計年度(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日) 
 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 612,275 62,625 674,900 

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,115,763 
Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合(％) 14.9 1.5 16.4 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 
  アジア………………台湾、香港、韓国、タイ、シンガポール、スリランカ、イスラエル、 
           アラブ首長国連邦、フィリピン、インド 
  その他………………イギリス、ポーランド、スウェーデン、フランス、イタリア、オラン

ダ、アメリカ、カナダ、ブラジル、コロンビア 
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(リース取引関係) 
前連結会計年度 

(自 平成18年1月1日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年1月1日 
至 平成19年12月31日) 

         ―――─―――― １ リース物件の所有権が借主に移転すると認め
られ 
  るもの以外のファイナンス・リース取引 
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計
額相当額及び期末残高相当額 
 単位： (千円)

 

工具

器具及び

備品

無形

固定

資産 その他

取得価額相当

額 
61,068 46,000 793

    
減価償却累計

額相当額 
14,663 2,299 197

    
期末残高相当

額 
46,406 43,700 595

  ②未経過リース料期末残高相当額 
1年内 28,311
    

1年超 63,111

    

合計 91,422
  ③支払リース料、減価償却費相当額及び利息相

当額 
支払リース料 17,262
減価償却費相当額 15,620
支払利息相当額 2,072

  ④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法によっております。 

 
利息相当額の算定方法 
リース料総額とリース物件の取得価額相当額
との差額を利息相当額とし、各期への配分方
法については、利息法によっております。 

 
         ―――─―――― ２ オペレーティング・リース取引 

 
    該当事項はありません。 
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(関連当事者との取引) 
前連結会計年度（自 平成 18 年１月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

１ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 

会社等 
    の
名称 

住所 
資本金
又は出 
資金 

(千円) 

事業の内
容又は職

業 

議決権の
所有(被所

有) 
割合(％) 

役員の 
    兼
任等 

事業上 
    の
関係 

取引の 
内容 

取引金額 
    (千
円) 

科目 

期末 
    残
高 
    

(千円) 

社宅の 
賃貸 4,836 ― ― 

久保田 
克昭 

東京都  
世田谷
区 

― 
当社代
表取締
役社長 

(被所有) 
    直接

37.8 
    間接

18.4 
    (注３) 

― ― 

船舶の売却   161 ― ― 役員及び
その近親

者 

山崎  
徳之 

東京都  
渋谷区 ― 当社取締

役副社長 ― ― ― 社宅の 
賃貸   480 ― ― 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 
  (注) １ 山崎徳之は、平成 18 年２月 13 日付で取締役を退任しております。 

２ 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ 当社代表取締役久保田克昭が議決権の 100％を直接所有しておりますドリームイメージズ有

限会社によるものであります。 
４ 一般的取引条件と同様に決定しております。 

 
２ 子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 
    の
名称 

住所 
資本金
又は出 
資金 

事業の内容
又は職業 

議決権の
所有(被
所有)割
合(％) 

役員
の 
   

兼任
等 

事業上 
    の
関係 

取引の 
内容 

取引 
    金
額 

    (千
円) 

科目 

期末 
   

残高 
   

(千円) 

関連会
社(当該
関連会
社の子
会社を 
含む) 

SUST
EEN,
Inc. 

Irvine,    
California
, USA 

250千 
USド
ル 

データ通信
及びモバイ
ルコンピュ
ーティング
に特化し 
た 製 品 開
発 

(所有) 
直接17.3 なし 

役務及
び商品
の購入 

開発の 
委託 8,522 ― ― 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 
  (注) １ 一般的取引条件と同様に決定しております。 

２ SUSTEEN,Inc.は、当社の支配権が従前から及ばないため当連結会計年度末より、持分法の

適用から除外しております。 
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当連結会計年度（自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

１ 役員及び個人主要株主等 

関係内容 
属性 会社等 

の名称 住所 
資本金
又は出 
資金 

(千円) 

事業の内
容又は職

業 

議決権の
所有(被所

有) 
割合(％) 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(千円) 科目 

期末 
残高 

(千円) 

役員及び
その近親

者 
久保田 
克昭 

東京都 
世田谷
区 

― 
当社代
表取締
役社長 

(被所有) 
直接37.83 
間接18.36 

(注３) 
― ― 社宅の 

賃貸 4,836 ― ― 

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 
  (注) １ 上記取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当社代表取締役久保田克昭が議決権の 100％を直接所有しておりますドリームイメージズ有

限会社によるものであります。 
３ 一般的取引条件と同様に決定しております。 
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(税効果会計関係) 
 

前連結会計年度 
(平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成19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 58,759千円 
 たな卸資産の未実現利益 13,882千円 
 ソフトウェア有税償却 73,523千円 
 返品調整引当金 21,894千円 
 減価償却超過額 15,775千円 
 商標権・営業権償却 74,804千円 
 有価証券評価損 131,103千円 
 繰越欠損金 360,254千円 
 その他 23,132千円 
 繰延税金資産小計 773,129千円 
 評価性引当額 △754,497千円 
繰延税金資産合計 18,632千円 

  
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 △35,234千円

 繰延税金負債合計 △192,381千円

繰延税金負債の純額 △173,749千円

  

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 42,150千円

 減価償却超過額 8,838千円

 有価証券評価損 173,013千円

 繰越欠損金 334,146千円

 その他 26,478千円

 繰延税金資産小計 584,627千円

 評価性引当額 △584,627千円

繰延税金資産合計 ― 千円

  
 

 

 
繰延税金負債 
 オプション評価益 12,938千円

 レバレッジドリース 105,763千円

 その他有価証券評価差額金 △37,045千円

 繰延税金負債合計 81,655千円

繰延税金負債の純額 81,655千円

  
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 
  当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失

を計上しているため、記載しておりません。 

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 
同左 
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(有価証券関係) 
前連結会計年度 
有価証券 
１ その他有価証券で時価のあるもの(平成 18 年 12 月 31 日) 

 

 区分 取得原価 
            (千円) 

連結貸借対照表計上
額 

            (千円) 
差額 

            (千円) 

① 株式 62,472 86,494 24,021 
② 債券    
  国債・地方債等 ― ― ― 
  社債 ― ― ― 
  その他 82,160 82,550 389 
③ その他 248,471 362,260 113,788 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

小計 393,103 531,304 138,198 
① 株式 63,517 53,206 △10,311 
② 債券    
  国債・地方債等 ― ― ― 
  社債 ― ― ― 
  その他 130,735 126,634 △4,100 
③ その他 197,125 187,540 △9,585 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

小計 391,377 367,380 △23,996 
合計 784,480 898,684 114,202 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

375,058 48,804 283 
 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
 

 連結貸借対照表計上額 

① 満期保有目的の債券  

   非上場ユーロ円債 300,000 

② その他有価証券  

   非上場株式 24,296 

   外貨建MMF 26,481 

   投資事業組合出資金 163,672 

合計 514,449 
(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 39,351 千円を計上しております。 
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４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
区分 １年以内 

            (千円) 
１年超５年以内 

            (千円) 
５年超10年以内 

            (千円) 
10年超 

            (千円) 
① 債券     
  国債・地方債等 ― ― ― ― 
  社債 ― ― ― ― 
  その他 ― 82,550 126,634 300,000 
② その他 ― ― ― ― 

合計 ― 82,550 126,634 300,000 
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当連結会計年度 
有価証券 
１ その他有価証券で時価のあるもの(平成 19 年 12 月 31 日) 

 

 区分 取得原価 
    (千円) 

連結貸借対照表計上
額 

    (千円) 
差額 

    (千円) 

① 株式 12,153 17,028 4,875 
② 債券    
  国債・地方債等 ─ ─ ─ 
  社債 ─ ─ ─ 
  その他    
③ その他 30,750 35,402 4,652 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

小計 42,903 52,430 9,257 
① 株式 110,647 74,208 36,439 
② 債券    
  国債・地方債等 ─ ─ ─ 
  社債 ─ ─ ─ 
  その他 249,367 234,832 14,534 
③ その他 179,255 134,616 44,639 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

小計 539,270 443,657 95,613 
合計 582,173 496,088 86,085 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

909,814 118,205 31,807 
 

３ 時価評価されていない主な有価証券 
 

 連結貸借対照表計上額 

① 満期保有目的の債券 ―――――――――― 

   非上場ユーロ円債  

② その他有価証券  

   非上場株式 24,194 

   外貨建MMF 83,442 

   投資事業組合出資金 139,973 

   その他 58,655 

合計 306,266 
(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損 18,880 千円を計上しております。 
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４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 
区分 １年以内 

    (千円) 
１年超５年以内 

    (千円) 
５年超10年以内 

    (千円) 
10年超 

    (千円) 
① 債券 ─ ─ ─ ─ 
  国債・地方債
等 ─ ─ ─ ─ 

  社債 ─ ─ ─ ─ 
  その他 19,656 113,674 121,157 ─ 
② その他 ─ ─ ─ ─ 

合計 19,656 113,674 121,157 ─ 
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(デリバティブ取引関係) 
１ 取引の状況に関する事項 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

(1) 取引の内容 
   利用しているデリバティブ取引は、先物為

替予約取引、通貨オプション取引(ゼロコスト

オプション取引)であります。 

(1) 取引の内容 
同左 

(2) 取引に対する取組方針 
   デリバティブ取引は、従来の為替の変動に

よるリスク回避を目的としており、投機的な

取引は行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 
同左 

(3) 取引の利用目的 
   デリバティブ取引は、製品の輸入に係る外

貨建債務の円貨への変換額を固定化し、将来

の為替変動によるリスクをヘッジする目的で

利用しております。 
   なおデリバティブ取引を利用してヘッジ会

計を行っております。 
   ヘッジ会計の方法 
    繰延ヘッジ処理によっております。 
   ヘッジ手段とヘッジ対象 
    ヘッジ手段…為替予約取引等 
    ヘッジ対象…外貨建仕入債務等 
   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) 取引の利用目的 
同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 
   先物為替予約取引及び通貨オプション取引

は、為替相場の変動によるリスクを有してお

ります。また当社は信用度の高い金融機関を

取引相手としており、相手方の契約不履行か

ら生ずるリスクはないものと判断しておりま

す。 

(4) 取引に係るリスクの内容 
同左 

(5) 取引に係るリスク管理体制 
   デリバティブ取引の執行・管理について

は、取引権限及び取引限度額等を定めた社内

ルールに従い、財務担当者が決裁権限者の承

諾を得て行っております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 
同左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 
(1) 通貨関連 

 
前連結会計年度(平成18年12月31日) 当連結会計年度(平成19年12月31日) 

区分 種類 
契約額等 

    (千円) 
時価 

    (千円) 
評価損益 

    (千円) 
契約額等 

    (千円) 
時価 

    (千円) 
評価損益 

    (千円) 
為替予約取引       

 買建       

  米ドル ― ― ― ― ― ― 
通貨オプション取
引       

 買建       

  米ドル 298,768 307,803 9,034 215,238 250,500 35,262 

 売建       

  米ドル △400,718 △77,325 323,393 △240,233 △54,959 185,273 

市場取  
引以外  
の取引 

合計 △101,950 230,478 332,428 △24,995 195,540 220,536 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 
(注) １ 時価の算定方法 
     先物為替予約取引の時価は、期末の先

物為替相場を使用しております。 
     通貨オプション取引の時価は、取引銀

行から提示された価格によっておりま

す。 

(注) １ 時価の算定方法 
                 同左 

   ２ 外貨建金銭債務にデリバティブ取引が

付されていることにより決算時の円貨額

が確定している外貨建金銭債務で、連結

貸借対照表において当該円貨額で表示さ

れているものについては、開示の対象か

ら除いております。 

   ２        同左 

   ３ ヘッジ会計を適用しているものについ

ては、開示の対象から除いております。 
   ３        同左 

 



プラネックスコミュニケーションズ(株) (6784) 平成 19 年 12 月期決算短信 

―50― 

(ストック・オプション等関係) 
前連結会計年度（自 平成 18 年 1 月 1 日 至 平成 18 年 12 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 
 （１）ストック・オプションの内容 

会社名 
プラネックスコミュ
ニケーションズ
（株） 

プラネックスコミュ
ニケーションズ
（株） 

プラネックスコミュ
ニケーションズ
（株） 

決議年月日 平成13年３月30日 平成14年３月27日 平成16年３月26日 

付与対象者の区分及び
数 同社従業員 46名 同社取締役  7名 

同社従業員 68名 

同社取締役   5名 
同社監査役   2名 
同社顧問   2名 
同社従業員  93名 
子会社従業員 22名 
社外協力者   17名 

ストック・オプション
数 
    （注） 

普通株式 1,070株 普通株式 2,495株 普通株式 4,500株 

付与日 平成13年５月31日 平成14年５月31日 平成16年４月21日 

権利確定条件 

対象者として新株引
受権を付与された者
は、新株引受権行使
時においても当社の
取締役または従業員
であることを要す
る。 

対象者として新株引
受権を付与された者
は、新株引受権行使
時においても当社の
取締役または従業員
であることを要す
る。 

(1)対象者として新株
予約権を付与された
者は、新株予約権行
使時においても当
社、当社の子会社ま
たは当社の関連会社
の取締役、監査役、
顧問、従業員の地位
を保有していること
を要する。(2)対象者
として新株予約権を
付与された当社及び
当社の子会社の取引
先の取締役・従業員
は、新株予約権行使
時においても当社と
当該当社取引先の取
引関係が、何らの紛
争もなくかつ新株予
約権付与時と同一ま
たはより良好な状態
で、中断することな
く継続していること
を要する。また、対
象者として新株予約
権を付与された者
は、新株予約権行使
時においても当社及
び当社の子会社の取
引先の取締役・従業
員の地位を保有して
いることを要する。 

対象勤務期間 定めておりません 定めておりません 定めておりません 
権利行使期間 平成15年３月31日 

 ～平成19年３月30日 
平成16年７月1日 
 ～平成20年６月30日 

平成18年７月1日 
 ～平成22年６月30日 
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会社名 
プラネックスコミュ
ニケーションズ
（株） 

決議年月日 平成17年３月30日 

付与対象者の区分及び
数 

同社取締役   8名 
同社監査役   3名 
同社顧問   3名  
同社従業員  70名 
子会社従業員 43名 
社外協力者  8名 

ストック・オプション
数 
    （注） 

普通株式 12,500株 

付与日 平成17年４月12日 

権利確定条件 

(1)対象者として新株
予約権を付与された
者は、新株予約権行
使時においても当
社、当社の子会社ま
たは当社の関連会社
の取締役、監査役、
顧問、従業員の地位
を保有していること
を要する。(2)対象者
として新株予約権を
付与された当社及び
当社の子会社の取引
先の取締役・従業員
は、新株予約権行使
時においても当社と
当該当社取引先の取
引関係が、何らの紛
争もなくかつ新株予
約権付与時と同一ま
たはより良好な状態
で、中断することな
く継続していること
を要する。また、対
象者として新株予約
権を付与された者
は、新株予約権行使
時においても当社及
び当社の子会社の取
引先の取締役・従業
員の地位を保有して
いることを要する。 

対象勤務期間 定めておりません 

権利行使期間 平成19年７月1日 
～平成23年６月30日 

（注）株式数に転換して記載しております。 
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。 
①ストック・オプションの数 

会社名 
プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

決議年月日 平成13年３月
30日 

平成14年３月
27日 

平成16年３月
26日 

平成17年３月
30日 

権利確定前    
（株）     

 前連結会計年度末 ― ― ― 11,515 
 付与 ― ― ― ― 
 失効 ― ― ― 5,245 
 権利確定 ― ― ― ― 
 未確定残 ― ― ― 6,270 

権利確定後    
（株）     

 前連結会計年度末 215 927 2,305 ― 
 権利確定 ― ― ― ― 
 権利行使 ― 1 ― ― 
 失効 20 25 260 ― 
 未行使残 195 901 2,045 ― 

②単価情報 

会社名 
プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

決議年月日 平成13年３月30
日 

平成14年３月27
日 

平成16年３月26
日 

平成17年３月30
日 

  権利行使価格   （円） 250,000 122,208 48,800 152,000 
  行使時平均株価  （円） ― 187,000 ― ― 
公正な評価単価（付与日）

（円） ― ― ― ― 
 

２ ストック・オプションの権利確定の見積方法 
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる

方法を採用しております。  
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当連結会計年度（自 平成 19 年 1 月 1 日 至 平成 19 年 12 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 
 （１）ストック・オプションの内容 

会社名 プラネックスコミュニ
ケーションズ（株） 

プラネックスコミュニ
ケーションズ（株） 

プラネックスコミュニ
ケーションズ（株） 

決議年月日 平成14年３月27日 平成16年３月26日 平成17年３月30日 

付与対象者の区分及び数 同社取締役  7名 
同社従業員 68名 

同社取締役   5名 
同社監査役   2名 
同社顧問   2名 
同社従業員  93名 
子会社従業員 22名 
社外協力者   17名 

同社取締役   8名 
同社監査役   3名 
同社顧問   3名  
同社従業員  70名 
子会社従業員 43名 
社外協力者  8名 

ストック・オプション数 
（注） 普通株式 2,495株 普通株式 4,500株 普通株式 12,500株 
付与日 平成14年５月31日 平成16年４月21日 平成17年４月12日 

権利確定条件 

対象者として新株引受
権を付与された者は、
新株引受権行使時にお
いても当社の取締役ま
たは従業員であること
を要する。 

(1)対象者として新株予
約権を付与された者
は、新株予約権行使時
においても当社、当社
の子会社または当社の
関連会社の取締役、監
査役、顧問、従業員の
地位を保有しているこ
とを要する。(2)対象者
として新株予約権を付
与された当社及び当社
の子会社の取引先の取
締役・従業員は、新株
予約権行使時において
も当社と当該当社取引
先の取引関係が、何ら
の紛争もなくかつ新株
予約権付与時と同一ま
たはより良好な状態
で、中断することなく
継続していることを要
する。また、対象者と
して新株予約権を付与
された者は、新株予約
権行使時においても当
社及び当社の子会社の
取引先の取締役・従業
員の地位を保有してい
ることを要する。 

(1)対象者として新株予
約権を付与された者
は、新株予約権行使時
においても当社、当社
の子会社または当社の
関連会社の取締役、監
査役、顧問、従業員の
地位を保有しているこ
とを要する。(2)対象者
として新株予約権を付
与された当社及び当社
の子会社の取引先の取
締役・従業員は、新株
予約権行使時において
も当社と当該当社取引
先の取引関係が、何ら
の紛争もなくかつ新株
予約権付与時と同一ま
たはより良好な状態
で、中断することなく
継続していることを要
する。また、対象者と
して新株予約権を付与
された者は、新株予約
権行使時においても当
社及び当社の子会社の
取引先の取締役・従業
員の地位を保有してい
ることを要する。 

対象勤務期間 定めておりません 定めておりません 定めておりません 
権利行使期間 平成16年７月1日 

～平成20年６月30日 
平成18年７月1日 
～平成22年６月30日 

平成19年７月1日 
～平成23年６月30日  

 
（注）株式数に転換して記載しております。 
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

数については、株式数に換算して記載しております。 
①ストック・オプションの数 

会社名 
プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

決議年月日 平成13年3月30日 平成14年３月
27日 

平成16年３月
26日 

平成17年３月
30日 

権利確定前（株）    
 前連結会計年度末 ― ― ― ─ 
 付与 ― ― ― ― 
 失効 ― ― ― ─ 
 権利確定 ― ― ― ― 
 未確定残 ― ― ― ─ 

権利確定後（株）    
 前連結会計年度末 195 901 2,045 6,270 
 権利確定 ― ― ― ― 
 権利行使 ― 1 ― ― 
 失効 195 727 1,708 5,180 
 未行使残 ― 173 337 1,090 

②単価情報 

会社名 
プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

プラネックスコミ
ュニケーションズ
（株） 

決議年月日 平成14年３月27
日 

平成16年３月26
日 

平成17年３月30
日 

  権利行使価格   （円） 122,208 48,800 152,000 
  行使時平均株価  （円） 187,000 ─ ─ 
公正な評価単価（付与日）

（円） ─ ─ ─ 
 

２ ストック・オプションの権利確定の見積方法 
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる

方法を採用しております。  
 
 
 
(企業結合等関係) 

 
事業の種類別セグメント情報に与えている影響が軽微なため、記載を省略いたします。 
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(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１株当たり純資産額 39,864円27銭  １株当たり純資産額 35,067円79銭  
１株当たり当期純損失 7,385円88銭  １株当たり当期純損失 2,802円22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 

 
 潜在株式調整後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。 

 潜在株式調整後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) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 3,789,640 3,697,398 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 30,997 393,346 

    （うち少数株主持分）（千円） (30,997） （393,346） 

普通株式にかかる純資産額（千円） 3,758,642 3,304,052 

普通株式の発行済株式数（株） 95,630 95,630 

普通株式の自己株数（株） 1,344 1,411 
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株） 94,286 94,219 
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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の算定上の

基礎 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１株当たり当期純損失金額 7,385円88銭 2,802円22銭 

当期純損失（千円） 696,385 264,194 

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損失（千円） 696,385 264,194 

 普通株式の期中平均株式数（株） 94,286 94,280 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― ― 

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

 普通株式増加数（株）  1 ― 

 （うち新株予約権） （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1,474個） 

新株予約権（新株予約権
の数1,600個） 

 
 
 
(重要な後発事象) 

 
前連結会計年度(平成 18 年 12 月 31 日) 
 該当事項はありません。 
 
当連結会計年度(平成 19 年 12 月 31 日) 
該当事項はありません。 
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５ 個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

 
  前事業年度 

(平成18年12月31日) 
当事業年度 

(平成19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   479,919   780,570   300,651 

 ２ 売掛金 ※１  515,153   702,785   187,632 

 ３ 製品   361,907   358,034   △ 3,872 

 ４ 前払費用   23,598   29,967   6,369 

 ５ 為替予約   1,891   ―   △ 1,891 

 ６ オプション資産   346,513   225,702   △ 
120,810 

 ７ 未収入金 ※１  93,700   104,551   10,851 

 ８ 未収収益 ※１  20,517   1,487   △ 19,030 

 ９ 短期貸付金 ※１  100,000   19,070   △ 80,930 

 10 その他 ※１  ―   4,206   4,206 

   貸倒引当金   △ 117   △ 324   △ 207 

  流動資産合計   1,943,083 50.4  2,226,052 60.6  282,968 

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  △ 5,400 13,372  △ 7,946 10,826  △ 2,546 △ 2,546 

  (2) 車両運搬具  28,157   6,604   △ 21,553  

    減価償却累計額  △ 19,032 9,124  △ 5,760 844  △ 13,272 △ 8,280 

  (3) 工具器具備品  47,352   64,679   17,326  

    減価償却累計額  △ 35,043 12,309  △ 43,371 21,308  8,327 8,998 

   有形固定資産合計   34,807 0.9  32,979 0.9  △ 1,827 

 ２ 無形固定資産          

  (1) ソフトウェア   21,724   14,686   △ 7,037 

  (2) 電話加入権   1,641   1,641   ― 

   無形固定資産合計   23,366 0.6  16,328 0.5  △ 7,037 

 



プラネックスコミュニケーションズ(株) (6784) 平成 19 年 12 月期決算短信 

―58― 

  
  前事業年度 

(平成18年12月31日) 
当事業年度 

(平成19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   1,360,374   654,302   △ 706,071 

  (2) 関係会社株式   313,285   519,209   205,923 

  (3) 敷金保証金   131,887   131,887   ― 

  (4) 保険積立金   48,235   39,261   △ 8,974 

  (5) 破産更正債権等   ―   6   6 

   (6) 長期貸付金   ―   149,098   149,098 

     貸倒引当金   ―   △ 98,006   △ 98,006 

   投資その他の資産合計   1,853,782 40.1  1,395,759 38.0  △ 458,023 

   固定資産合計   1,911,956 49.6  1,445,067 39.4  △ 466,888 

  資産合計   3,855,040 100.0  3,671,120 100.0  △ 183,919 
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  前事業年度 

(平成18年12月31日) 
当事業年度 

(平成19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  104,672   245,481   140,809 

 ２ 未払金 ※１  68,055   56,704   △ 11,351 

 ３ 未払費用   33,282   29,493   △ 3,788 

 ４ 未払法人税等   4,928   8,155   3,227 

 ５ 繰延税金負債   48,650   12,938   △ 35,711 

 ６ 前受金   2,218   ―   △ 2,218 

 ７ 預り金   2,178   4,809   2,630 

 ８ 賞与引当金   3,061   3,142   81 

 ９ その他   2,661   10,550   7,888 

  流動負債合計   269,709 7.0  371,275 10.1  101,566 

Ⅱ 固定負債          

 １ 繰延税金負債   143,291   68,443   △ 74,848 

  固定負債合計   143,291 3.7  68,443 1.9  △ 74,848 

  負債合計   413,001 10.7  439,719 12.0  26,717 

(純資産の部)          

Ⅰ 株主資本          

 １ 資本金   2,067,229 53.6  2,067,229 56.3  ― 

 ２ 資本剰余金          

    (1) 資本準備金  1,702,509   516,807   △ 1,185.701  

  (2) その他の資本剰余金  ―   800,197   800,197  

   資本剰余金合計   1,702,509 44.2  1,317,005 35.9  △ 385,504 

 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   △ 52,211   333,291  

   利益剰余金合計   △ 380,456 △ 9.8  △ 47,163 △ 1.3  333,292 

 ４ 自己株式   △ 68,875 △ 1.8  △ 70,131 △ 1.9  △ 1,256 

   株主資本合計   3,320,407 86.1  3,266,939 89.0  △ 53,467 

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  △ 54,397 △ 1.5  △ 105,116 

 ２ 繰延ヘッジ損益   70,912 1.8  18,859 0.5  △ 52,053 

   評価・換算差額等合計   121,631 3.1  △ 35,538 △ 1.0  △ 157,169 

   純資産合計   3,442,038 89.3  3,231,401 88.0  △ 210,637 

   負債・純資産合計   3,855,040 100.0  3,671,120 100.0  △ 183,919 
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(2) 損益計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 

 至 平成19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  2,303,200 100.0  2,701,486 100.0  398,286 

Ⅱ 売上原価          

 １ 期首製品棚卸高  231,335   361,907   130,572  

 ２ 当期製品製造原価 ※１ 1,920,344   1,921,277   933  

   合計  2,151,679   2,283,185   131,506  

 ３ 期末製品棚卸高  361,907   358,034   △ 3,872  

 ４ 他勘定振替高 ※２ △ 24,573 1,814,345 78.8 △ 16,566 1,941,716 71.9 8,007 127,371 

   売上総利益   488,854 21.2  759,769 28.1  270,915 

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

 １ 役員報酬  66,341   57,199   △ 9,141  

 ２ 給与及び賞与  328,005   274,526   △ 53,478  

 ３ 広告宣伝費  34,934   34,707   △ 227  

 ４ 運賃  34,246   36,080   1,834  

 ５ 賞与引当金繰入額  3,061   3,142   81  

 ６ 器具備品費  9,581   8,191   △ 1,390  

 ７ 地代家賃  92,931   89,462   △ 3,469  

 ８ 支払保険料  13,738   12,518   △ 1,219  

 ９ 減価償却費  35,988   25,103   △ 10,884  

 10 研究開発費 ※３ 55,711   11,668   △ 44,043  

 11 業務委託費  132,007   131,898   △ 109  

 12 その他  210,135 1,016,684 44.1 236,403 920,903 34.1 26,267 △ 95,781 

   営業損失   527,830 △22.9  161,134 △6.0  △366,696 

Ⅳ 営業外収益          

 １ 受取利息配当金  33,756   17,001   △ 16,754  

 ２ 投資有価証券売却益  29,071   24,496   △4,575  

 ３ 為替差益  80,507   80,241   △ 266  

 ４ オプション評価益  224,966   ―   △ 224,966  

 ５ 雑収入  10,993 379,295 16.5 16,053 137,792 5.1 5,060 △ 241,503 
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前事業年度 

(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 

 至 平成19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 オプション評価損  ―   34,937   34,937  

 ２ 雑損失  1,437 1,437 0.1 7,340 42,277 1.5 5,902 40,839 

   経常損失   149,973 △ 6.5  65,618 △2.4  84,354 

Ⅵ 特別利益          

 １ 投資有価証券売却益  ―   93,345   93,345  

 ２ 投資有価証券償還益  ―   20,118   20,118  

 ３ 貸倒引当金戻入益  598   ―   △ 598  

 ４ 固定資産売却益  308   553   245  

 ５ 役員退職慰労引当金 
   戻入益  165,856   ―   △ 165,856  

 ６ 前期製品評価修正益  24,745   ―   △ 24,745  

 ７ 前期損益修正益  4,018   ―   △ 4,018  

 ８ 前期事業再構築損修正益  ― 
 195,528 8.5 12,500 126,517 4.7 12,500 △ 69,010 

Ⅶ 特別損失          

 １ 固定資産除却損 ※４ 1,266   ―   △ 1,266  

 ２ 投資有価証券評価損 ※５ 146,031   4,999   △ 141,031  

 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 貸倒引当金繰入額 ※８ ―   97,882   97,882  

 ７ 前期損益修正損  7,000 413,046 17.9 142 103,024 3.8 △ 6,857 △ 310,021 

   税引前当期純損失   367,491 △ 15.9  42,126 △ 1.5  325,364 

   法人税、住民税及び 
   事業税  15,808   12,818   △ 2,990  

   法人税等調整額  2,203 18,012 0.8 △ 2,733 10,085 0.4 △ 4,936 △ 7,926 

   当期純損失   385,503 △ 16.7  52,211 △ 1.9  333,291 
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(3) 株主資本等変動計算書 
前事業年度(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 5,047 △ 459,044 △ 453,996 △ 68,875 3,705,911

事業年度中の変動額    ―

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

 剰余金の配当    ―

 当期純損失（△）    △ 385,503 △ 385,503 △ 385,503
 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 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 

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 
 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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当事業年度(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 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 
そ の 他

資本剰余金 

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

事業年度中の変動額      

 資本準備金取崩  △1,185,701 800,197 △385,503 385,503 385,503 ―

 剰余金の配当      ―

 当期純損失     △ 52,211 △ 52,211 △ 52,211

 自己株式の取得      △ 1,256 △ 1,256

 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) ― △1,185,701 800,197 △385,503 ― 333,292 333,292 △ 1,256 △ 53,467

平成19年12月31日残高(千円) 2,067,229 516,807 800,197 1,317,005 5,047 △ 52,211 △ 47,163 △ 70,131 3,266,939

 

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 

純資産合計 

平成18年12月31日残高(千円) 50,718 70,912 121,631 3,442,038 

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    △52,211 

 自己株式の取得    △1,256 
 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △105,116 △52,053 △157,169 △157,169 

事業年度中の変動額合計(千円) △105,116 △52,053 △157,169 △210,637 

平成19年12月31日残高(千円) △54,397 18,859 △35,538 3,231,401 
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(4) 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18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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期事業年度までの取り組み  
 当社は、第13期事業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高い利益率の確

保でき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期事業年

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期事業年度の取り組み  
 第14期事業年度に入りまして、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期事業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期事業年度末に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。  

 当社は、５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

への対処を行っており、その概要は次のとお

りであります。 
 
1.第14期事業年度までの取り組み 
 当社は、第13期事業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及び商品について全て撤

退、廃棄、整理いたしました。それにより第

14期事業年度には当社の限られた資源につい

て利益率の確保でき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。これに

より第14期事業年度には前事業年度と比較し

て営業損益が大幅に改善されました。 
 販売管理費につきましても、第13期事業年

度に比較して第14期事業年度では10％弱の圧

縮に成功することができ、営業損益の改善に

つながりました。 
  
2.第15期事業年度の取り組み 
  当社は平成19年12月28日に取締役会を開催

し、「第15期短期予算案」を承認可決いたし

ました。ここでは、利益率の確保できる当社

が優位な事業に経営資源を集中し、売上をさ

らに伸ばし、営業損益の黒字化を図るべく計

画しております。 
 
3.運転資金について 
 当社は、第14期事業年度末に514,329千円の

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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(5) 重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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。) 

(3) 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。 
    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 
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（金融商品取引法第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。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。 
  のれんは５年間で均等償却し

ております。  

(2) 無形固定資産 
       同左 
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項目 前事業年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

４ 繰延資産の処理方法 株式交付費 
  支払時に全額費用処理しており

ます。 

株式交付費 
──――――――――――――― 

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 

 (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 
     （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、取締役

会決議に基づく同規程の廃止に

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

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

６ ヘッジ会計の方法 (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) 
 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

   (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 

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

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

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。 
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前事業年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

  (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「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。  
 
         

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

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

───────── (減価償却の方法) 
 当事業年度より、法人税法の改正（（所得税
法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日
法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正
する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に
伴い、平成19年４月１日以降取得したものにつ
いては、改正後の法人税法に基づく方法により
変更しております。 
 これによる損益に与える影響は軽微でありま
す。 
 

 
 
 
(表示方法の変更) 

 
 
 

(7) 個別財務諸表に関する注記事項 
(貸借対照表関係) 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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。 

――――――――――― 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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 
  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 

※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 73,885千円

  未収入金 72,991千円

  短期貸付金 18,150千円

  未収収益 1,487千円

  立替金 1,009千円

流動負債 
  買掛金 5,371千円

  未払金 870千円 
 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 
メガトレンド 175,500千円

 

 ２ 社債に対する保証債務 
株式会社アメリカン 
メガトレンド 45,000千円
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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 52,520千円 
関係会社よりの仕入高 1,948,541千円  

※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 25,356千円 
関係会社よりの仕入高 1,702,559千円  

※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  

※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 △16,566千円  

※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 

 

※３ 研究開発費の総額 
一般管理費に含まれる研究開発
費 11,668千円 

 
※４ 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 

※４ 固定資産除却損は次のとおりであります。 
工具器具備品 ― 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SUSTEEN,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。 

※５ 投資有価証券評価損は、SUSTEEN,Inc.株
2,800,000分を買い戻し減損計上したものによ

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。 

※６      ――――――――― 

※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     ―――――――――― 

※７      ――――――――― 
 

 

 ※８ 貸倒引当金繰入額は、アメリカンメガトレ

ンド社に対する債権に設定したものによります。 
 
 
 

(株主資本等変動計算書関係) 
前事業年度(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 
 

 
 
当事業年度(自 平成 19 年１月１日 至 平成 19 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 

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 67 ― 1,411 
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(リース取引関係) 
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。 
 
第 14 期（自 平成 19 年 1 月 1 日至 平成 19 年 12 月 31 日） 
該当事項はありません。 

 
 
 
(有価証券関係) 

前事業年度(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。 
 
当事業年度(平成 19 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。 
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(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成18年12月31日) 

当事業年度 
(平成19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

  
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

  

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 42,150千円

 減価償却超過額 8,838千円

 有価証券評価損 173,013千円

 繰越欠損金 334,146千円

 その他 26,478千円

 繰延税金資産小計 584,627千円

 評価性引当額 △584,627千円

繰延税金資産合計 ― 千円

  
 
繰延税金負債 
 オプション評価益 12,938千円

 レバレッジドリース 105,763千円

 その他有価証券評価差額金 △37,319千円

 繰延税金負債合計 81,381千円

繰延税金負債の純額 81,381千円

 繰延税金負債の純額 
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。 

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。 
 

 
 
 
(企業結合等関係) 
 

    事業の種類別セグメント情報に与えている影響が軽微なため、記載を省略いたします。 
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(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成18年12月31日) 

当事業年度 
(平成19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

  
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

  

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 42,150千円

 減価償却超過額 8,838千円

 有価証券評価損 173,013千円

 繰越欠損金 334,146千円

 その他 26,478千円

 繰延税金資産小計 584,627千円

 評価性引当額 △584,627千円

繰延税金資産合計 ― 千円

  
 
繰延税金負債 
 オプション評価益 12,938千円

 レバレッジドリース 105,763千円

 その他有価証券評価差額金 △37,319千円

 繰延税金負債合計 81,381千円

繰延税金負債の純額 81,381千円

 繰延税金負債の純額 
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。 

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。 
 

 
 



プラネックスコミュニケーションズ(株) (6784) 平成 19 年 12 月期決算短信 

―76― 

(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日) 

１株当たり純資産額 36,506円36銭 １株当たり純資産額 34,296円 71銭 
１株当たり当期純損失 4,088円67銭 １株当たり当期純損失 553円 79銭 
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。 

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 
前事業年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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 3,231,401 

普通株式にかかる純資産額（千円） 3,442,038 3,231,401 

普通株式の発行済株式数（株） 95,630 95,630 

普通株式の自己株数（株） 1,344 1,411 
１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株
式の数（株） 94,286 94,219 
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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 
前事業年度 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19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（△） △4,088円67銭 △553円79銭 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △385,503 △52,211 

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） △385,503 △52,211 

 普通株式の期中平均株式数（株） 94,286 94,280 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― ― 

 当期純利益調整金額（千円） ― ― 

 普通株式増加数（株） 1 ― 

 （うち新株予約権） （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1,474個） 

新株予約権（新株予約
権の数1,600個） 

 
 
 
(重要な後発事象) 
 
 前事業年度(平成 18 年 12 月 31 日) 
  該当事項はありません。 
 
当事業年度(平成 19 年 12 月 31 日) 
  該当事項はありません。 
 
 
 
６ その他 
前事業年度の決算短信提出日後、当決算短信の提出日までにおいて、役員の異動は次のとおりであり

ます。 
(1)役員の異動 
① 新任役員 

役名 職名 氏名 新任年月日 

取締役 取締役 角 智雄 平成19年3月28日 

② 退任役員 
役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役 ─ 
Masahiro 

Morimoto 
平成19年6月30日 

取締役 経営企画室長 小松 孝彰 平成19年8月31日 

 
(2) その他 

該当ありません。 
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