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（訂正）「平成 19 年 12 月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成20年2月29日に発表いたしました「平成19年12月期 決算短信」の記載内容につき、一部訂正が

ありましたので下記のとおりお知らせいたします。訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

 
 
１．訂正の理由 
  平成20年2月29日に発表いたしました記載内容につき「平成１９年１２月期 決算短信」の記載内

容につき、当該決算発表後、有価証券報告書の作成過程において会計監査人に指摘された事項を訂正

するものであります。 

   
２．訂正箇所一覧 

１ページ目 １. 19 年 12 月期の連結業績 (３) 連結キャッシュ・フローの状況 

４ページ目 １．経営成績 (２) 財政状態に関する分析 

   16 ページ目  ４. 連結財務諸表  (２) 連結損益計算書 

   19 ページ目  ４. 連結財務諸表  (４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

20 ページ目  ４. 連結財務諸表 (４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

   43 ページ目  (８)連結財務諸表に関する注記事項 (税効果会計関係) 

46 ページ目  (８)連結財務諸表に関する注記事項 (有価証券関係) 

54 ページ目  (８)連結財務諸表に関する注記事項 (ストック・オプション等関係) 

60 ページ目 ５. 個別財務諸表 (２) 損益計算書 

  71 ページ目  (７)個別財務諸表に関する注記事項 (貸借対照表関係) 
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１ページ目 
１．19 年 12 月期の連結業績(平成 19 年 1 月 1 日～12 月 31 日) 

(３) 連結キャッシュ・フローの状況    ※記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
【 訂正前】 

 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   

 
 
【訂正後】 

 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 △250 313  △148 1,052 
 
 
４ページ目 
１．経営成績 

(２)財政状態に関する分析 
【訂正前】 

（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）  

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。 

（財務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。 

 
 

【訂正後】 

（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250,203千円となりました。（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 313,569 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。 
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16 ページ目 

４．連結財務諸表 
(２)連結損益計算書 

【訂正前】 

  
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          

(略)          

 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 

(略)          

 
 
【訂正後】 

  
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          

      (略)          

 ６ 前期製品評価損修正益  24,745   ―   △ 24,745   

 ７ 前期事業再構築損修正益  ―   12,500  
 

12,500     

 ８ 前期損益修正益  5,332 196,243 4.8 12,928 152,372 3.7 7,596  △ 43,870 

     (略)          
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19 ページ目 
４．連結財務諸表 

(２)連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】 

  
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 

(略)     
為替差益  △ 14,821 2,224 17,045 

(略)     
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 

(略)     
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 

(略)     
営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 828,965 △ 246,820 582,144 

 
 
【訂正後】 

  
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 

(略)     

為替差損益  △ 14,821 5,125 19,947 

(略)     

有形固定資産除売却損益  4,385 △ 477 △ 4,862 

投資有価証券償還損  ― △20,118 △20,118 

投資有価証券評価損  23,993 18,880 △5,113 

(略)     

その他の資産負債の増減額  △ 26,038 54,499 80,537 

小計  △ 830,707 △ 284,473 546,233 

(略)     

営業活動によるキャッシュ・フロー  △ 828,965 △ 250,203 578,762 
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20 ページ目 
４．連結財務諸表 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】 

  
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     
   (略)     
   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 
   (略)     
   敷金保証金の増加による支出  △10,873 190 11,063 
   (略)     

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

 
 
【訂正後】 
 

 

 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     

(略)     

投資有価証券の取得による支出  △ 653,184 △ 508,975 144,209 

   子会社株式取得による支出  ― △ 166,670 △ 166,670 

投資有価証券の売却による収入  375,064 1,003,212 628,148 

(略)     

敷金保証金の増加による支出  △10,873 190 11,063 

   ゴルフ会員権売却による収入  ― 5,000 5,000 

(略)     

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 307,386 313,569 620,955 
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43 ページ目 
(８)連結財務諸表に関する注記事項 

(税効果会計関係) 
【訂正前】 

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 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 

 
 
【訂正後】 

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 43,564千円
 減価償却超過額 9,029千円

  商標権・営業権償却 57,117千円
 有価証券評価損 173,013千円
 繰越欠損金 496,206千円
 その他 46,746千円

 繰延税金資産小計 825,678千円
 評価性引当額 △817,612千円

繰延税金資産合計 8,065千円

 

 

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
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46 ページ目 

(有価証券関係) 

当連結会計年度 

有価証券 

【訂正前】 

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 110,647 74,208  
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 

(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。 

 
【訂正後】 

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 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 ─ 

 
３ 時価評価されていない主な有価証券 

 
(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31,807千円を計上しております。 
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54 ページ 
(ストック・オプション等関係) 
当連結会計年度 
（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。 

【訂正前】 
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 
 （略）    
  行使時平均株価  （円） 187,000 ─ ─ 
（略）    
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【訂正後】 
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 ― ― ― 6,270 

 付与 ― ― ― ― 
 失効 ― ― ― 515 

 権利確定 ― ― ― 5,755 

 未確定残 ― ― ― ─ 
権利確定後   
（株）    

 前連結会計年度末 195 901 2,045 ― 
 権利確定 ― ― ― 5,755 

 権利行使 ― ― ― ― 
 失効 195 37 360 305 

 未行使残 ― 864 1,685 5,450 

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 
 （略）    
  行使時平均株価  （円） ― ─ ─ 
（略）    
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60 ページ目 
５ 個別財務諸表 

(2) 損益計算書 
【訂正前】 

  
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 

(略)          

 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  

  (略)          

 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 

  (略)          

 
 
【訂正後】 

  
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 

(略)          

 ２ 当期製品製造原価 ※１ 1,920,344   1,937,843   17,499  

   合計  2,151,679   2,299,751   148,072  

 (略)          

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

   (略)   488,854 21.2  759,769 28.1  270,915 
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71 ページ目 
(7) 個別財務諸表に関する注記事項 
(貸借対照表関係) 
【訂正前】 

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 73,885千円
  未収入金 72,991千円

(略) 
流動負債 
  買掛金 5,371千円
  未払金 870千円 

 

 
【訂正後】 

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 74,343千円
  未収入金 87,029千円

(略) 
流動負債 
  買掛金 5,371千円
  未払金 870千円
固定資産 

  長期貸付金 149,087千円 
以 上 
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