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                              財団法人 財務会計基準機構会員  

                                                      

               

平成 20 年９月 22 日 

各    位 

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

代表取締役社長 久保田 克昭 

（JASDAQコード 6784） 

問合せ先：管理部長 川上 真人 

TEL: 03-5766-1333 
 

｢特別損失の計上｣、「平成20年12月期 中間決算短信」の一部修正・訂正並びに 

「平成19年12月期 決算短信」の一部訂正について  

 

この度特別損失が発生いたしますので、その概要をお知らせするとともに、「平成20年12月期 中間決算短信」の一部

修正・訂正並びに「平成19年12月期 決算短信」の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。修正箇

所には下線を、訂正箇所には網掛けを付しております。  

 

記  

 

１．特別損失発生について 

中間決算短信の発表後、半期報告書の作成過程におきまして、 近の市況環境の変化に伴い当社保有の株式会社あお 

ぞら銀行の株式について回復可能性が低いと判断し、投資有価証券評価損として連結・個別ともに 27 百万円を特別損

失として計上したことによるものです。 

 なお、当社グループは、投資有価証券評価損について期中では洗替法を採用しているため、通期の業績予想の修正は

いたしません。 

 

２．修正の理由 

当該特別損失の発生を受け、該当する項目を修正いたします。 

 

３．訂正の理由 

平成 20 年８月 12 日に発表いたしました「平成 20 年 12 月期 中間決算短信」の記載内容につき、当該中間決算発表

後、半期報告書の作成過程において、監査法人に指摘された「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

「中間連結財務諸表に関する注記事項(デリバティブ取引関係)」及び、「中間連結損益計算書及び注記事項（セグメン

ト情報）」を訂正するものであります。 

  中間連結財務諸表に関する注記事項等につきましては、子会社である株式会社ＭＪの外国為替証拠金取引の当社グル

ープの業績に占める割合が大きいものの、外国為替証拠金取引に関連する事項について記載をしていなかった内容があ

ったため訂正いたします。中間連結損益計算書につきましては、本来、製品売上高で表示されるべき金額を誤って一部

をその他売上高に記載したため訂正いたします。中間連結財務諸表に関する注記事項のセグメント情報につきましては、

営業利益又は営業損失(△)の箇所において、情報通信・ネットワーク関連製品事業と金融事業での金額に誤りがあった

こと、半期では省略可能であったⅡ 資産、減価償却費及び資本的支出の記載を誤って記載してしまったため訂正いた

します。 

また、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」「中間連結財務諸表に関する注記事項(デリバティブ

取引関係)」の訂正を受け、「平成 19 年 12 月期 決算短信」の該当項目を訂正いたします。 
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４．「平成 20 年 12 月期 中間決算短信」修正箇所一覧 

１ページ目 １. 20 年６月中間期の連結業績 (１) 連結経営成績、(２) 連結財政状態 

２ページ目 (参考) １. 20 年６月中間期の個別業績 (１) 個別経営成績、(２) 個別財政状態 

  ３ページ目 １．経営成績 (１) 経営成績に関する分析 

  ５ページ目 (参考) 当社グループのキャッシュ・フロー指標 

  21 ページ目  ４. 中間連結財務諸表  (１) 中間連結貸借対照表 

22 ページ目  ４. 中間連結財務諸表  (１) 中間連結貸借対照表 

24 ページ目  ４. 中間連結財務諸表  (２) 中間連結損益計算書 

26 ページ目  ４. 中間連結財務諸表  (３) 中間連結株主資本等変動計算書 

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

41 ページ目 (８) 中間連結財務諸表に関する注記事項 (中間連結損益計算書関係) 

53 ページ目 (８) 中間連結財務諸表に関する注記事項 (有価証券関係) 

65 ページ目  (８) 中間連結財務諸表に関する注記事項 (１株当たり情報) 

66 ページ目  (８) 中間連結財務諸表に関する注記事項 (１株当たり情報) 

69 ページ目  ５．中間個別財務諸表 (１) 中間貸借対照表 

70 ページ目  ５．中間個別財務諸表 (１) 中間貸借対照表 

71 ページ目  ５．中間個別財務諸表 (２) 中間損益計算書 

73 ページ目  ５．中間個別財務諸表 (３) 中間株主資本等変動計算書 

82 ページ目  (７) 中間個別財務諸表に関する注記事項 (中間損益計算書関係) 

 

５．「平成 20 年 12 月期 中間決算短信」訂正箇所一覧 

23 ページ目 ４．中間連結財務諸表 (２) 中間連結損益計算書 

36 ページ目 ４．中間連結財務諸表 (６) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

46 ページ目 (８) 中間連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報) 

55 ページ目  (８) 中間連結財務諸表に関する注記事項 (デリバティブ取引関係)  

56 ページ目  (８) 中間連結財務諸表に関する注記事項 (デリバティブ取引関係) 

 

６．「平成 19 年 12 月期 決算短信」訂正箇所一覧 

27 ページ目 ４．連結財務諸表 (６) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

48 ページ目  (８) 中間連結財務諸表に関する注記事項 (デリバティブ取引関係) 

49 ページ目 (８) 中間連結財務諸表に関する注記事項 (デリバティブ取引関係) 
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７．「平成 20 年 12 月期 中間決算短信」修正内容 

 

１ページ目 

１．20 年６月中間期の連結業績(平成 20 年 1月 1日～平成 6月 30 日) 

(１) 連結経営成績                 ※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。 

【修正前】  
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円  ％  百万円  ％ 百万円  ％  百万円  ％ 
20年６月中間期 4,223 (148.4)  582  (―) 541  (―)  284  (―) 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

20年６月中間期 
円  銭  

3,036  59   
 円   銭 
―   ―  

 

【修正後】 

 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 
 百万円  ％  百万円  ％ 百万円  ％  百万円  ％ 

20年６月中間期 4,223 (148.4)  582  (―) 541  (―)  257  (―) 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

20年６月中間期 
円  銭  

2,747  40   
 円   銭 
―   ―  

 

(２) 連結財政状態       

【修正前】  

 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

20年６月中間期 11,313 3,859 30.7  37,372   73 

 

【修正後】  

 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

20年６月中間期 11,313 3,848 30.6 37,253   98 

２ページ目 

１．20 年６月中間期の個別業績(平成 20 年 1月 1日～平成 6月 30 日) 

(１) 個別経営成績           

【修正前】  
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円  ％  百万円  ％ 百万円  ％  百万円  ％ 
20年６月中間期 2,585 (104.8)  171  (―) 104  (―)  69 (389.0) 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

20年６月中間期 
円  銭  

740  10   
 円   銭 
―   ―  

 

【修正後】 
 売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円  ％  百万円  ％ 百万円  ％  百万円  ％ 
20年６月中間期 2,585 (104.8)  171  (―) 104  (―)  42  (197.9) 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

20年６月中間期 
円  銭  

450  91   
 円   銭 
―   ―  
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(２) 個別財政状態       

【修正前】  

 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

20年６月中間期 3,729 3,192 85.6  34,332   78 

 

【修正後】  

 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

20年６月中間期 3,729 3,181 85.3 34,214   03 

 

３ページ目 

１．経営成績 

(１)経営成績に関する分析 

 ①当中間連結会計期間の経営成績 

【修正前】 

 以上の状況において、当中間連結会計期間の売上高は前年比 148.4%増の 4,223,639 千円となりました。連結経常利益

は 541,443 千円（前年同損失 178,369 千円）、連結当期純利益は 284,986 千円（前年同損失 159,883 千円）となりました。 

 

【修正後】 

 以上の状況において、当中間連結会計期間の売上高は前年比 148.4%増の 4,223,639 千円となりました。連結経常利益

は 541,443 千円（前年同損失 178,369 千円）、連結当期純利益は 257,845 千円（前年同損失 159,883 千円）となりました。 

 

 

５ページ目 

（参考）当社グループのキャッシュフロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

【修正前】 

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期   

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 73.7 74.3 76.3 48.8 30.7

 

【修正後】 

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期   

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 73.7 74.3 76.3 48.8 30.6
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21 ページ目 

４．中間連結財務諸表 

(１)連結貸借対照表 

【修正前】 

  
前連結会計年度 

 (平成19年６月30日) 

当連結会計年度 

 (平成20年６月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

 (％) 

Ⅱ 固定負債    

(略)    

 ２ 繰延税金負債   150,580 40,117  68,717

(略)    

   固定負債合計   180,580 3.8 362,767 3.2  188,967 2.8

  負債合計   1,122,438 23.7 7,453,669 65.9  3,067,841 45.3

 
【修正後】 

  
前連結会計年度 

 (平成19年６月30日) 

当連結会計年度 

 (平成20年６月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％) 

Ⅱ 固定負債    

(略)    

 ２ 繰延税金負債   150,580 51,161  68,717

(略)    

  固定負債合計   180,580 3.8 373,811 3.3  188,967 2.8

  負債合計   1,122,438 23.7 7,464,712 66.0  3,067,841 45.3

 
 
22 ページ目 

４．中間連結財務諸表 

(１)連結貸借対照表 

【修正前】 

  
前連結会計年度 

 (平成19年６月30日) 

当連結会計年度 

 (平成20年６月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％) 

Ⅰ 株主資本    

(略)    

 ３ 利益剰余金   △162,198 △3.4 18,478 0.1  △266,508 △3.9

    (略)    

   株主資本合計   3,448,499 72.9 3,585,174 31.7  3,342,933 49.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

差額金 
  62,920 1.3 △102,843 △1.0  △56,012 △0.8

(略)    

   評価・換算差額等 

合計 
  157,457 3.3 △109,548 △1.0  △38,880 △0.5

        (略)    

      純資産合計   3,605,956 76.3 3,859,389 34.1  3,697,398 54.7

(略)    
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【修正後】 

  
前連結会計年度 

 (平成19年６月30日) 

当連結会計年度 

 (平成20年６月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％) 

Ⅰ 株主資本    

(略)    

 ３ 利益剰余金   △162,198 △3.4 △8,662 △0.1  △266,508 △3.9

    (略)    

   株主資本合計   3,448,499 72.9 3,558,033 31.5  3,342,933 49.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価 

差額金 
  62,920 1.3 △86,745 △0.8  △56,012 △0.8

(略)    

   評価・換算差額等 

合計 
  157,457 3.3 △93,450 △0.8  △38,880 △0.5

        (略)    

      純資産合計   3,605,956 76.3 3,848,345 34.0  3,697,398 54.7

(略)    

 
 

24 ページ目 

４．中間連結財務諸表 

(２)連結損益計算書 

【修正前】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

前連結会計年度 

 (自 平成19年１月１日   

   至 平成19年６月30日) 

当連結会計年度 

 (自 平成20年１月１日  

   至 平成20年６月30日)

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益  ― ―  553 

(略)     

Ⅶ 特別損失     

      (略)     

 ３ 投資有価証券評価損 ※５ ― ―  31,807 

     (略)     

 ８ 前期損益修正損  6,916 27,340 1.6 447 36,046 0.9 6,670 96,567 2.3

    税金等調整前中間純利益 

又は税金等調整前中間 

(当期)純損失(△) 

  △187,830 △11.0 520,524 12.3  △69,902 △1.7

    (略)      

   中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△) 
  △159,883 △9.4 284,986 6.7  △264,194 △6.4
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【修正後】 

 

 

26 ページ目 

４．中間連結財務諸表 

(３)中間連結株主資本等変動計算書 

【修正前】 

当中間連結会計期間(自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 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 19 年 12 月 31 日残高(千円) 2,067,229 1,612,342 △266,508 △70,131 3,342,933

(略)      

中間純利益 284,986  284,986

(略)      

株主資本以外の項目の 

中間連結会計期間中の変動額(純額) 
  

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) 284,986 △42,744 242,241

平成 20 年６月 30 日残高(千円) 2,067,229 1,612,342 18,478 △112,876 3,585,174

 

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 19 年 12 月 31 日残高(千円) △56,012 18,859 △1,727 △38,880 393,346 3,697,398

(略)       

中間純利益  284,986

(略)       

株主資本以外の項目の 

中間連結会計期間中の変動額(純額) 
△46,830 △24,003 166 △70,667 △9,583 △80,251

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) △46,830 △24,003 166 △70,667 △9,583 161,990

平成 20 年６月 30 日残高(千円) △102,843 △5,144 △1,560 △109,548 383,762 3,859,389

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

前連結会計年度 

 (自 平成19年１月１日   

  至 平成19年６月30日) 

当連結会計年度 

 (自 平成20年１月１日  

  至 平成20年６月30日)

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 ※５ ― ―  553 

(略)     

Ⅶ 特別損失     

      (略)     

 ３ 投資有価証券評価損 ※６ ― 27,141  31,807 

      (略)     

 ８ 前期損益修正損  6,916 27,340 1.6 447 63,187 1.5 6,670 96,567 2.3

    税金等調整前中間純利益 

又は税金等調整前中間 

(当期)純損失(△) 

  △187,830 △11.0 493,383 11.7  △69,902 △1.7

(略)     

   中間純利益又は 

中間(当期)純損失(△) 
  △159,883 △9.4 257,845 6.1  △264,194 △6.4
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【修正後】 

当中間連結会計期間(自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 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 19 年 12 月 31 日残高(千円) 2,067,229 1,612,342 △266,508 △70,131 3,342,933

(略)      

中間純利益 257,845  257,845

(略)      

株主資本以外の項目の 

中間連結会計期間中の変動額(純額) 
 

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) 257,845 △42,744 215,100

平成 20 年６月 30 日残高(千円) 2,067,229 1,612,342 △8,662 △112,876 3,558,033

 

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 19 年 12 月 31 日残高(千円) △56,012 18,859 △1,727 △38,880 393,346 3,697,398

(略)       

中間純利益  257,845

(略)       

株主資本以外の項目の 

中間連結会計期間中の変動額(純額) 
△30,733 △24,003 166 △54,570 △9,583 △64,153

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) △30,733 △24,003 166 △54,570 △9,583 150,947

平成 20 年６月 30 日残高(千円) △86,745 △5,144 △1,560 △93,450 383,762 3,848,345
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４．中間連結財務諸表 

(４)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

【修正前】 

    

前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成 19 年６月 30 日)

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

   至 平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成19年12月31日)

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    

   税金等調整前中間純利益又は 

税金等調整前中間(当期)純損失(△) 
  △187,830 520,524 △ 69,902

(略)   

   投資有価証券評価損   ─ ― 18,880 

(略)   

 
【修正後】 

    

前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

  至 平成 19 年６月 30 日)

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

  至 平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成19年12月31日)

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    

   税金等調整前中間純利益又は 

税金等調整前中間(当期)純損失(△) 
  △187,830 493,383 △ 69,902

(略)   

   投資有価証券評価損   ─ 27,141 18,880 

(略)   
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(８)中間連結財務諸表に関する注記事項 

(中間連結損益計算書関係)  

【修正前】 

前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

   至 平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年１月１日 

    至 平成 19 年 12 月 31 日) 

   ※５ 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。 

 
【修正後】 

前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

   至 平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成 19 年 12 月 31 日) 

   

 

 

※６ 投資有価証券評価損は当社保有の

株式会社あおぞら銀行の株式評価損の

計上であります。 

※５ 固定資産売却益の内容は次のとお

りであります。 

 車両運搬具         553 千円

※６ 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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(８) 中間連結財務諸表に関する注記事項  

(有価証券関係) 

【修正前】 

当中間連結会計期間末(平成 20 年６月 30 日)  

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  
取得原価 

(千円) 

中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

(略)  

合計 547,604 392,085 △155,518

 
【修正後】 

当中間連結会計期間末(平成 20 年６月 30 日)  

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  
取得原価 

(千円) 

中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 

差額 

(千円) 

(略)  

合計 547,604 392,085 △155,518

 (注) 当中間会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損 27,141 千円を計上しております。 
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(８)中間連結財務諸表に関する注記事項 

(１株当たり情報) 

【修正前】 
前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

  至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

  至 平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度 

(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 37,372 円 73 銭  

 １株当たり中間純利益 3,036 円 59 銭  

(略) (略) (略) 
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【修正後】  
前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

   至 平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度 

(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 37,253 円 98 銭  

 １株当たり中間純利益 2,747 円 40 銭  

(略) (略) （略） 
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(８)中間連結財務諸表に関する注記事項 

(１株当たり情報) 

(注)算定上の基礎 

【修正前】  

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末

(平成 19 年６月 30 日) 

当中間連結会計期間末

(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末 

(平成 19 年 12 月 31 日) 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円） 3,605,956 3,859,389 3,697,398

普通株式に係る純資産額(千円） 3,605,956 3,475,626 3,304,052

(略)  

 
２ １株当たり中間(当期)純損益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期) 純利益 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成19年 6月 30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

   至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成19年12月31日)

中間純利益又は中間(当期)純損失(△)(千円) △159,883 284,986 △264,194

普通株式にかかる中間純利益 

又は中間(当期)純損失(△)(千円) 
△159,883 284,986 △264,194

(略)  

 
【修正後】  

１ １株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末 

(平成 19 年６月 30 日) 

当中間連結会計期間末 

(平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度末 

(平成 19 年 12 月 31 日) 

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円） 3,605,956 3,848,345 3,697,398

普通株式に係る純資産額(千円） 3,605,956 3,464,582 3,304,052

(略)  

 
２ １株当たり中間(当期)純損益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期) 純利益 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成19年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

   至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成19年12月31日)

中間純利益又は中間(当期)純損失(△)(千円) △159,883 257,845 △264,194

普通株式にかかる中間純利益 

又は中間(当期)純損失(△)(千円) 
△159,883 257,845 △264,194

(略)  
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５．中間個別財務諸表 

(１)中間貸借対照表 

【修正前】 

  
前中間会計期間末 

 (平成19年６月30日) 

当中間会計期間末 

 (平成20年６月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

Ⅱ 固定負債    

 １ 繰延税金負債  144,576 41,142 68,443 

固定負債合計   144,576 3.7 41,142 1.1  68,443 1.9

   負債合計   491,016 12.5 536,145 14.4  439,719 12.0

 
【修正後】 

  
前中間会計期間末 

 (平成19年６月30日) 

当中間会計期間末 

 (平成20年６月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

Ⅱ 固定負債     

 １ 繰延税金負債  144,576 52,186  68,443 

固定負債合計   144,576 3.7 52,186 1.4  68,443 1.9

 負債合計   491,016 12.5 547,189 14.7  439,719 12.0
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５．中間個別財務諸表 

(１)中間貸借対照表 

【修正前】 

  
前中間会計期間末 

 (平成19年６月30日) 

当中間会計期間末 

 (平成20年６月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

Ⅰ 株主資本     

(略)     

 ３ 利益剰余金     

(略)     

    繰越利益剰余金  14,204 17,247  △52,211 

    利益剰余金合計   19,251 0.5 22,295 0.6  △47,163 △1.3

     (略)     

   株主資本合計   3,334,611 84.6 3,293,654 88.3  3,266,939 89.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券 

評価差額金 
  53,910 1.4 △95,595 △2.6  △54,397 △1.5

(略)     

   評価・換算差額等 

合計 
  113,254 2.9 △100,739 △2.7  △35,538 △1.0

   純資産合計   3,447,866 87.5 3,192,914 85.6  3,231,401 88.0

    (略)     
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【修正後】 

  
前中間会計期間末 

 (平成19年６月30日) 

当中間会計期間末 

 (平成20年６月30日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成19年12月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％)

Ⅰ 株主資本     

(略)     

 ３ 利益剰余金     

(略)     

    繰越利益剰余金  14,204 △9,893  △52,211 

    利益剰余金合計   19,251 0.5 △4,845 △0.1  △47,163 △1.3

     (略)     

   株主資本合計   3,334,611 84.6 3,266,513 87.6  3,266,939 89.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券 

評価差額金 
  53,910 1.4 △79,497 △2.1  △54,397 △1.5

(略)     

   評価・換算差額等 

合計 
  113,254 2.9 △84,642 △2.2  △35,538 △1.0

   純資産合計   3,447,866 87.5 3,181,870 85.3  3,231,401 88.0

    (略)     
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５．中間個別財務諸表 

 (2) 中間損益計算書 

【修正前】 

 

【修正後】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

前中間会計期間 

 (自 平成19年１月１日  

   至 平成19年６月30日)

当中間会計期間 

 (自 平成20年１月１日   

   至 平成20年６月30日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 

Ⅶ 特別損失 ※４  ― ― 31,250 1.2  103,024 3.8

  税引前中間純利益又は 

税引前当期純損失(△) 
  19,353 1.5 78,261 3.0  △42,126 △1.5

     (略)    

  中間純利益又は 

当期純損失(△) 
  14,204 1.1 69,459 2.7  △52,211 △1.9

  

前中間会計期間 

 (自 平成19年１月１日  

   至 平成19年６月30日)

当中間会計期間 

 (自 平成20年１月１日   

   至 平成20年６月30日) 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比 

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 

Ⅶ 特別損失 ※４  ― ― 58,391 2.3  103,024 3.8

  税引前中間純利益又は 

税引前当期純損失(△) 
  19,353 1.5 51,120 1.9  △42,126 △1.5

     (略)    

  中間純利益又は 

当期純損失(△) 
  14,204 1.1 42,318 1.6  △52,211 △1.9
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５．中間個別財務諸表 

 (３) 中間株主資本等変動計算書 

【修正前】 

当中間会計期間(自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 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 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

(略)    

 中間純利益  69,459 69,459 69,459

(略)    

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額(純額) 
   ─

中間会計期間中の変動額合計

(千円) 
─ ─ ─ ─ ─ 69,459 69,459 △42,744 26,714

平成 20 年６月 30 日残高(千円) 2,067,229 516,807 800,197 1,317,005 5,047 17,247 22,295 △112,876 3,293,654

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

(略)  

 中間純利益  69,459

(略)  

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額(純額) 
△41,197 △24,003 △65,201 △65,201

中間会計期間中の変動額合計

(千円) 
△41,197 △24,003 △65,201 △38,487

平成 20 年６月 30 日残高(千円) △95,595 △5,144 △100,739 3,192,914

 
【修正後】 

当中間会計期間(自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 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 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

(略)    

 中間純利益  42,318 42,318 42,318

(略)    

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額(純額) 
   ─

中間会計期間中の変動額合計

(千円) 
─ ─ ─ ─ ─ 42,318 42,318 △42,744 △426

平成 20 年６月 30 日残高(千円) 2,067,229 516,807 800,197 1,317,005 5,047 △9,893 △4,845 △112,876 3,266,513

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

(略)  

 中間純利益  42,318

(略)  

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額(純額) 
△25,100 △24,003 △49,104 △49,104

中間会計期間中の変動額合計

(千円) 
△25,100 △24,003 △49,104 △49,530

平成 20 年６月 30 日残高(千円) △79,497 △5,144 △84,642 3,181,870
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82 ページ目 

(７)中間個別財務諸表に関する注記事項 

(中間損益計算書関係)  

【修正前】 

前中間会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

   至 平成 20 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 19 年１月１日 

    至 平成 19 年 12 月 31 日) 

※４ 特別損失の主な内訳 ※４ 特別損失の主な内訳 ※４ 特別損失の主な内訳 

       ― 固定資産除却損     1,250 千円 投資有価証券評価損   4,999 千円 

 貸倒引当金繰入額    30,000 千円 貸倒引当金繰入額    97,882 千円 

  前期損益修正損       142 千円 

 
【修正後】 

前中間会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

   至 平成 20 年６月 30 日) 

前事業年度 

(自 平成 19 年１月１日 

    至 平成 19 年 12 月 31 日) 

※４ 特別損失の主な内訳 ※４ 特別損失の主な内訳 ※４ 特別損失の主な内訳 

       ― 投資有価証券評価損   27,141 千円 投資有価証券評価損   4,999 千円 

 貸倒引当金繰入額    30,000 千円 貸倒引当金繰入額    97,882 千円 

 固定資産除却損     1,250 千円 前期損益修正損       142 千円 

 

８．「平成 20 年 12 月期 中間決算短信」訂正内容 

 

23 ページ目 

４．中間連結財務諸表 

(２)連結損益計算書 

【訂正前】 

 
【訂正後】 

 

 

 

 

  

前中間連結会計年度 

 (自 平成19年１月１日   

   至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計年度 

 (自 平成20年１月１日   

   至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高    

  １ 製品売上高  1,700,170 2,268,954 3,734,712 

  ２ 外国為替取引損益  ― 1,831,015 381,051 

  ３ その他売上高  ― 1,700,170 100.0 123,669 4,223,639 100.0 ― 4,115,763 100.0

(略)     

  

前中間連結会計年度 

 (自 平成19年１月１日   

   至 平成19年６月30日) 

当中間連結会計年度 

 (自 平成20年１月１日   

   至 平成20年６月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(自 平成19年１月１日 

  至 平成19年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高    

  １ 製品売上高  1,700,170 2,392,624 3,734,712 

  ２ 外国為替取引損益  ― 1,700,170 100.0 1,831,015 4,223,639 100.0 381,051 4,115,763 100.0

(略)     
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36 ページ目 

４．中間連結財務諸表  

(６) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

【訂正前】 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

   至 平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年１月１日 

    至 平成 19 年 12 月 31 日)

(6) その他中間連結財務諸

表(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。 

(1)消費税等の会計処理 

     同左 

 

 

(2)顧客を相手方とする外国為

替証拠金取引の会計処理 

 顧客からの注文により成立す

る外国為替証拠金取引について

は、取引に係る決済損益及び評

価損益を売上として計上してお

ります。 

 また、顧客からの預り資産は、

金融商品取引法第 43条の 3第１

項の規定により自己の資産と区

分して管理することが義務づけ

られておりますが、その具体的

方法として金融商品取引業等に

関する内閣府令第143条１項第1

号に定める金融機関への預金お

よび同 3 号に定めるカバー取引

相手方への預託による方法を原

則としております。 

(3)カウンターパーティを相手

方とする外国為替証拠金取引の

会計処理 

 当社グループからのカバー取

引注文により成立する外国為替

証拠金取引については、取引に

かかる決済損益及び評価損益を

売上として計上しております。

 また、カウンターパーティを

相手方とする外国為替証拠金取

引は毎営業日ロールオーバー

(ポジションの決済及びポジシ

ョン持ち越しのための新規建て

直し)されておりますので、評価

損益は実質的には当中間連結会

計期間末におけるロールオーバ

ーによる新規建値と時価の差額

をもって算定しております。 

消費税等の会計処理 

     同左 
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【訂正後】 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成 19 年１月１日 

   至 平成 19 年６月 30 日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成 20 年１月１日 

   至 平成 20 年６月 30 日) 

前連結会計年度 

(自 平成 19 年１月１日 

    至 平成 19 年 12 月 31 日)

(6) その他中間連結財務諸

表(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。 

(1)消費税等の会計処理 

     同左 

 

 

 

(2)顧客を相手方とする外国為

替証拠金取引の会計処理 

 顧客からの注文により成立す

る外国為替証拠金取引について

は、取引に係る決済損益及び評

価損益を売上として計上してお

ります。 

 また、顧客からの預り資産は、

金融商品取引法第 43条の 3第１

項の規定により自己の資産と区

分して管理することが義務づけ

られておりますが、その具体的

方法として金融商品取引業等に

関する内閣府令第143条１項第1

号に定める金融機関への預金お

よび同 3 号に定めるカバー取引

相手方への預託による方法を原

則としております。 

(3)カウンターパーティを相手

方とする外国為替証拠金取引の

会計処理 

 子会社である株式会社MJから

のカバー取引注文により成立す

る外国為替証拠金取引について

は、取引にかかる決済損益及び

評価損益を売上として計上して

おります。 

 また、カウンターパーティを

相手方とする外国為替証拠金取

引は毎営業日ロールオーバー

(ポジションの決済及びポジシ

ョン持ち越しのための新規建て

直し)されておりますので、評価

損益は実質的には当中間連結会

計期間末におけるロールオーバ

ーによる新規建値と時価の差額

をもって算定しております。 

(1)消費税等の会計処理 

     同左 

 

 

 

(2)顧客を相手方とする外国為

替証拠金取引の会計処理 

顧客からの注文により成立する

外国為替証拠金取引について

は、取引に係る決済損益及び評

価損益を売上として計上してお

ります。 

 また、顧客からの預り資産は、

金融商品取引法第 43条の 3第１

項の規定により自己の資産と区

分して管理することが義務づけ

られておりますが、その具体的

方法として金融商品取引業等に

関する内閣府令第143条１項第1

号に定める金融機関への預金お

よび同 3 号に定めるカバー取引

相手方への預託による方法を原

則としております。 

(3)カウンターパーティを相手

方とする外国為替証拠金取引の

会計処理 

 子会社である株式会社MJから

のカバー取引注文により成立す

る外国為替証拠金取引について

は、取引にかかる決済損益及び

評価損益を売上として計上して

おります。 

 また、カウンターパーティを

相手方とする外国為替証拠金取

引は毎営業日ロールオーバー

(ポジションの決済及びポジシ

ョン持ち越しのための新規建て

直し)されておりますので、評価

損益は実質的には当連結会計年

度末におけるロールオーバーに

よる新規建値と時価の差額をも

って算定しております。 
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46 ページ目 

(８)中間連結財務諸表に関する注記事項 

(セグメント情報)  

１ 事業の種類別セグメント情報 

【訂正前】 

 当中間連結会計年度（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日）  

  

情報通信・ネットワーク

関連製品事業(千円) 
金融事業(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  

(略)  

   営業費用 2,713,982 1,280,089 3,994,071 △352,820 3,641,251

  営業利益又は営業損失(△) 8,772 550,926 559,698 22,690 582,388

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

  資産 4,131,477 7,259,911 11,391,388 △78,329 11,313,058

  減価償却費 18,119 44,623 62,743 △5,823 56,920

  資本的支出 12,659 237,275 249,935 △95,356 154,578

 
【訂正後】 

当中間連結会計年度（自 平成 20 年１月１日 至 平成 20 年６月 30 日）  

  

情報通信・ネットワーク

関連製品事業(千円) 
金融事業(千円) 計(千円) 消去又は全社(千円) 連結(千円)

売上高及び営業損益  

  (略)  

   営業費用 2,712,423 1,281,647 3,994,071 △352,820 3,641,251

  営業利益又は営業損失(△) 10,330 549,367 559,698 22,690 582,388

 
55 ページ目 

(８)中間連結財務諸表に関する注記事項 

(デリバティブ取引関係)  

【訂正前】 

当中間連結会計期間末（平成 20 年６月 30 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円) 

通貨オプション取引  

買建  

米ドル 207,009 167,732 △39,277

売建  

通貨 

米ドル △226,907 △87,650 139,256

合計 △19,898 80,081 99,979

 
【訂正後】 

当中間連結会計期間末（平成 20 年６月 30 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円) 

外国為替証拠金取引  

買建 34,739,104 35,261,970 522,866

売建 △79,868,079 △79,438,047 430,031

カウンターパーティとの取引  

買建 47,329,610 47,059,865 △269,744

売建 △2,785,029 △2,773,768 11,261

通貨オプション取引  

買建  

米ドル 207,009 167,732 △39,277

売建  

通貨 

米ドル △226,907 △87,650 139,256

合計 △604,293 190,101 794,394
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56 ページ目 

(８)中間連結財務諸表に関する注記事項 

(デリバティブ取引関係)  

【訂正前】 

前連結会計年度末（平成 19 年 12 月 31 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 
対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円) 

通貨オプション取引  

買建  

米ドル 215,238 250,500 35,262

売建  

通貨 

米ドル △240,233 △54,959 185,273

合計 △24,995 195,540 220,536

 
【訂正後】 

前連結会計年度末（平成 19 年 12 月 31 日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額等(千円) 時価(千円) 評価損益(千円) 

外国為替証拠金取引  

買建 8,710,473 8,712,098 1,624

売建 △18,650,450 △18,278,209 372,241

カウンターパーティとの取引  

買建 10,804,437 10,585,267 △219,169

売建 △2,069,872 △2,044,894 24,978

通貨オプション取引  

買建  

米ドル 215,238 250,500 35,262

売建  

通貨 

米ドル △240,233 △54,959 185,273

合計 △1,230,407 △830,196 400,210
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９．「平成 19 年 12 月期 決算短信」訂正箇所 

 

27 ページ目 

４．連結財務諸表  

(６) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

【訂正前】 

 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成18年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) 

 (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 

 

【訂正後】 

 

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) 

 (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。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

 

(2)顧客を相手方とする外国為替証拠金

取引の会計処理 

顧客からの注文により成立する外国為

替証拠金取引については、取引に係る決

済損益及び評価損益を売上として計上

しております。 

 また、顧客からの預り資産は、金融商

品取引法第43条の3第１項の規定により

自己の資産と区分して管理することが

義務づけられておりますが、その具体的

方法として金融商品取引業等に関する

内閣府令第143条１項第1号に定める金

融機関への預金および同3号に定めるカ

バー取引相手方への預託による方法を

原則としております。 

(3)カウンターパーティを相手方とする

外国為替証拠金取引の会計処理 

 子会社である株式会社MJからのカバ

ー取引注文により成立する外国為替証

拠金取引については、取引にかかる決済

損益及び評価損益を売上として計上し

ております。 

 また、カウンターパーティを相手方と

する外国為替証拠金取引は毎営業日ロ

ールオーバー(ポジションの決済及びポ

ジション持ち越しのための新規建て直

し)されておりますので、評価損益は実

質的には当連結会計年度末におけるロ

ールオーバーによる新規建値と時価の

差額をもって算定しております。 
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48 ページ目 

(８)連結財務諸表に関する注記事項 

(デリバティブ取引関係)  

【訂正前】 

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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(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。 

(1) 取引の内容 

           同左 

 

(2) 取引に対する取組方針 

           同左 

 

(3) 取引の利用目的 

           同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

           同左 
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【訂正後】 

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。 

 

 

 

(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。 

 

 

 

 

 

 

(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。 

 

 

 

 

(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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨オプション取引(ゼロ

コストオプション取引)と、子会社である株式会社MJにおいての

顧客との相対取引である外国為替証拠金取のほか、カウンター

パーティーとの相対取引である外国為替証拠金取引でありま

す。 

(2) 取引に対する取組方針 

①通貨オプション取引は、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顧客との相対取引による外国為替証拠金取引は、株式会社MJ

の配信する為替レートに対するインターネットを経由した注文

の受付・受諾により成立します。これにより生じる為替変動リ

スクを回避するため、リスク管理規定に基づきカウンターパー

ティーに対してカバー取引を実施しております。 

(3)取引の利用目的 

①通貨オプション取引は、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。 

 なお通貨オプション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。 

②株式会社MJにおいて、事業目的として顧客との相対取引によ

り外国為替証拠金取引を行うほか、顧客との取引により生じる

リスクを回避するためにカウンターパーティーとの相対取引に

より外国為替証拠金取引を行っております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

①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。 

②顧客との外国為替証拠金取引においては、為替相場の急激な

変動等の要因により顧客証拠金の金額を超える損失を被る可能

性があり、この場合顧客に対する金銭債権が生じることに伴う

信用リスクが発生いたします。一方カウンターパーティーとの

外国為替証拠金取引においては、株式会社MJの行うカバー取引

の実行及び決済等の履行に係る信用リスクを有しております。

 また、カウンターパーティと円滑なカバー取引が実行できな

い場合、または、カバー取引が社内規程に則って運用されなか

った場合には、株式会社MJ自身が為替相場の変動リスクやスワ

ップ負担リスク等の市場リスクを負う可能性があります。 
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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) 

(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 

①通貨オプション取引の執行・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。 

②顧客の信用リスクに対しては、顧客の損失が証拠金に対して

一定の比率を超えると未決済ポジションを自動的に成り行き決

済する自動ロスカット制度を採用することにより信用リスクが

生じる可能性の低減を図っております。カウンターパーティー

の信用リスクに対しては、一定の格付けを有する等の基準によ

りカウンターパーティーを慎重に選定するとともに、信用状況

等の変化の有無について管理を行っております。更にカウンタ

ーパーティーを複数選定することにより、信用リスクの分散を

図っております。 

 また、カバー取引の実施にあたっては、取引の結果生じる為

替ポジション及び売買損益について、ディーリング部門から独

立した管理部門により日々チェックを行う体制となっておりま

す。またカウンターパーティーとの相対取引による売買損益差

金決済や残高確認も管理部門において実施しており、取引の内

容についても二重のチェックが実施されております。 

 

49 ページ目 

(８)連結財務諸表に関する注記事項 

(デリバティブ取引関係)  

【訂正前】 

２取引の時価に関する事項 

  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 
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【訂正後】 

２取引の時価に関する事項 

  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) 

外国為替証拠金取引             

 買建 ─ ─ ─ 8,710,473 8,712,098 1,624

 売建 ─ ─ ─ △18,650,450 △18,278,209 372,241

カウンターパーティとの取

引 

     

 買建 ─ ─ ─ 10,804,437 10,585,267 △219,169

 売建 ─ ─ ─ △2,069,872 △2,044,894 24,978

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 △1,230,407 △830,196 400,210

 

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 

 外国為替証拠金取引及びカウンターパーティとの取引の時価

は、期末の直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。 

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 
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