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各    位 

平成22年３月16日 

プラネックスホールディング株式会社  

代表取締役社長 久保田 克昭  

（JASDAQコード 6784） 

問合せ先：経営企画室長 畑 英文 

TEL: 03－5766－1333 

 

（追加・訂正・数値データ訂正あり） 

「平成 21 年 12 月期 決算短信」の一部追加および一部訂正について 

 

 

平成 22 年 2 月 19 日に発表いたしました「平成 21 年 12 月期 決算短信」の記載内容につき、一部追加お

よび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。 

 

記 

 

Ⅰ訂正の理由 

 平成 22 年 2 月 19 日に発表いたしました「平成 21 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及び、一部過りがあった箇所を訂正

するものであります。 

 

Ⅱ追加・訂正事項（追加・訂正箇所には下線を付しております。） 

 

1 ページ目  

１. 21 年 12 月期の連結業績(平成 21 年１月１日～平成 21 年 12 月 31 日) 

 【訂正前】 

(1) 連結経営成績  

 
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 売上高経常利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

21年12月期  10,809.01 － 22.2 12.4 17.0 

20年12月期  10,402.84 － 26.7  19.9  20.8 

(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 

21年12月期  13,393 4,720 35.0 54,655.97 

20年12月期  9,079 3,915 43.0  43,601.07 
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【訂正後】 

(1) 連結経営成績  

 
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 売上高経常利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

21年12月期  10,809.01 － 22.2 12.5 17.0 

20年12月期  10,402.84 － 26.7  19.9  20.8 

(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 

21年12月期  13,325 4,720 35.1 54,655.97 

20年12月期  9,079 3,915 43.0  43,601.07 

 

1 ページ目  

２. 配当の状況 

【追加前】 

 1株当たり配当金 

 第1四半期 第2四半期 第3四半期 期末 合計 

配当金総額 

（合計） 

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 ％ ％ 

【略】 

22年12月期 

（予想） 
― 0.00 ― 670.00 670.00  8.2  

 

【追加後】 

 1株当たり配当金 

 第1四半期 第2四半期 第3四半期 期末 合計 

配当金総額 

（合計） 

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 ％ ％ 

【略】 

22年12月期 

（予想） 
― 0.00 ― 670.00 670.00  8.2  

（注）21 年 12 月期の配当は、資本剰余金を配当原資としております。詳細は３ページ「資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」

をご覧ください。 
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2 ページ目 

(参考)個別業績の概要 

１．21 年 12 月期の個別業績(平成 21 年 1 月 1 日～平成 21 年 12 月 31 日) 

【訂正前】 

(2) 個別財政状態 

 

【訂正後】 

(2) 個別財政状態 

 

3 ページ目を新たに挿入 

資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

【追加前】 

― 

 

【追加後】 

   平成 21 年 12 月期の配当のうち、資本剰余金を原資とする配当金の内訳は以下のとおりであります。 

基準日 第２四半期配当金 期末配当金 合計 

0円00銭 1,000円00銭 1,000円00銭 

 (普通配当 670円) (普通配当 670円) 1株当たり配当金 

 (記念配当 330円) (記念配当 330円) 

配当総額 ― 85,673千円 85,673千円 

     （注）純資産減少割合 0.024（小数点以下３位未満切り上げ） 

 

4 ページ目 

１．経営成績 

(2) 財政状態に関する分析 

【訂正前】 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 (略) 平成21年12月期 

自己資本比率 (略) 35.0 

時価ベースの自己資本比率 (略) 20.9 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (略) 53.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ (略) 68.7 

 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 

21年12月期  3,611 3,338 92.5 38,972.42 

20年12月期  4,251 3,326 78.3  37,191.28 

 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 

21年12月期  3,542 3,338 94.2 38,972.42 

20年12月期  4,251 3,326 78.3  37,191.28 
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【訂正後】 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 (略) 平成21年12月期 

自己資本比率 (略) 35.1 

時価ベースの自己資本比率 (略) 21.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (略) 53.6 

インタレスト・カバレッジ・レシオ (略) 68.7 
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19～21 ページ目  

4.【連結財務諸表】     

 (1)【連結貸借対照表】     

【訂正前】     

    (単位：千円) 

  
 前連結会計年度 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

 当連結会計年度 

 (平成 21 年 12 月 31 日) 

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  1,250,092   1,986,493 

  【略】     

  繰延税金資産  459,157  252,965 

  短期貸付金  90  － 

  外国為替差入証拠金  －  7,667,011 

  顧客分別金  4,212,314  － 

  差入証拠金  440,066  － 

  支払差金勘定  －  983,132 

  その他  184,707  426,130 

 【略】     

 固定資産     

  投資その他の資産     

   【略】     

   繰延税金資産  9,768  94,646 

   【略】     

   投資その他の資産合計  914,111  588,478 

  固定資産合計  1,382,937  982,857 

 資産合計  9,079,039  13,393,660 

負債の部     

 【略】     

 固定負債     

  長期借入金  －   33,340 

  負ののれん  －  4,539 

  劣後特約付借入金  78,500  78,500 

  関係会社整理損失引当金  －  22,974 

  繰延税金負債  24,146  67,809 

  固定負債合計  102,646  207,164 

 負債合計  5,163,218  8,673,068 

 【略】     

負債純資産合計  9,079,039  13,393,660 
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【訂正後】     

    (単位：千円) 

  
 前連結会計年度 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

 当連結会計年度 

 (平成 21 年 12 月 31 日) 

資産の部     

 流動資産     

  現金及び預金  1,250,092 ※２ 1,986,493 

  【略】     

  短期貸付金  90  － 

  外国為替差入証拠金  －  7,667,011 

  顧客分別金  4,212,314  － 

  差入証拠金  440,066  － 

  支払差金勘定  －  983,132 

  繰延税金資産  459,157  252,965 

  その他  184,707  426,130 

 【略】     

 固定資産     

  投資その他の資産     

   【略】     

   繰延税金資産  9,768  26,836 

   【略】     

   投資その他の資産合計  914,111  520,669 

  固定資産合計  1,382,937  915,047 

 資産合計  9,079,039  13,325,850 

負債の部     

 【略】     

 固定負債     

  長期借入金  － ※3 111,840 

  劣後債務  78,500  － 

  関係会社整理損失引当金  －  22,974 

  負ののれん  －  4,539 

  繰延税金負債  24,146  － 

  固定負債合計  102,646  139,354 

 負債合計  5,163,218  8,605,259 

 【略】     

負債純資産合計  9,079,039  13,325,850 
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22～23 ページ目 

4.【連結財務諸表】     

 (2)【連結損益計算書】     

【訂正前】     

    (単位：千円) 

  

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年１月１日 

至 平成 20年 12月 31日) 

 当連結会計年度 

 (自 平成 21 年１月１日 

至 平成 21 年 12 月 31 日) 

売上高     

 製品売上高  3,994,946  3,103,847 

 金融収益  4,976,382  4,429,749 

【略】     

営業外費用     

 【略】     

 デリバティブ評価損  351,727  － 

 【略】     

特別利益     

 損害賠償金  － ※5 4,783 

 【略】     

特別損失     

 固定資産除却損 ※6 3,520 ※6 28,332 

 固定資産売却損  － ※7 1,044 

 投資有価証券評価損 ※8 86,967 ※8 52,662 

 投資有価証券売却損  － ※9 77,271 

 子会社株式評価損  － ※10 5,923 

 子会社整理損  － ※11 5,100 

 関係会社整理損失引当金繰入額  － ※12 22,755 

 たな卸資産評価損  58,440  1,388 

 のれん償却額 ※13 5,615  － 

 前期損益修正損  － ※14 42,026 

 その他  8,679  147 

 【略】     
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【訂正後】     

    (単位：千円) 

  

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年１月１日 

至 平成 20年 12月 31日) 

 当連結会計年度 

 (自 平成 21 年１月１日 

至 平成 21 年 12 月 31 日) 

売上高     

 製品売上高  3,994,946  3,103,847 

 外国為替取引損益  4,976,382  － 

 金融収益  －  4,429,749 

【略】     

営業外費用     

 【略】     

 オプション評価損  351,727  － 

 【略】     

特別利益     

 その他  － ＜削除＞ 4,783 

 【略】     

特別損失     

 固定資産除却損 ※5 3,520 ※5 28,332 

 固定資産売却損  － ※6 1,044 

 投資有価証券評価損 ※7 86,967 ※7 52,662 

 投資有価証券売却損  － ※8 77,271 

 関係会社株式評価損  － ※9 5,923 

 関係会社整理損  － ※10 5,100 

 関係会社整理損失引当金繰入額  － ※11 22,755 

 たな卸資産評価損  58,440  － 

 のれん償却額 ※12 5,615  － 

 前期損益修正損  － ※13 42,026 

 その他  8,679  1,536 

 【略】     
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27 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】     

    (単位：千円) 

  

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年１月１日 

至 平成 20 年 12 月 31 日) 

 当連結会計年度 

 (自 平成 21 年１月１日 

至 平成 21 年 12 月 31 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

【略】     

 子会社整理損  －  5,100 

 たな卸資産評価損  －  1,388 

 【略】     

 デリバティブ評価損益(△は益)  351,727  △157,822 

 【略】     

 その他  △27,557  △331,506 

 【略】     

 

【訂正後】     

    (単位：千円) 

  

 前連結会計年度 

(自 平成 20 年１月１日 

至 平成 20 年 12 月 31 日) 

 当連結会計年度 

 (自 平成 21 年１月１日 

至 平成 21 年 12 月 31 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

【略】     

 関係会社整理損  －  5,100 

 ＜削除＞  ＜削除＞  ＜削除＞ 

 【略】     

 オプション評価損益(△は益)  351,727  － 

 デリバティブ評価損益(△は益)  －  △157,822 

 【略】     

 その他  △27,557  △330,117 

 【略】     
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30 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】 

【訂正前】 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 【略】 

(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、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)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。 

【略】 

(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) 

     

同左 

２ 持分法の適用に関する事項  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) 

    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。 

 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 
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【訂正後】 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 【略】 

(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、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)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。 

【略】 

(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 USA Inc. 

    (アメリカ) 

   (連結の範囲から除いた理由) 

    非連結子会社は、小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益および利益

剰余金等は、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、前連結会計年度に主要な非連結

子会社として記載しておりましたPLANEX 

COMMUNICATIONS PTE LTD.（シンガポ

ール）につきましては、現在会社清算中の

ため当連結会計年度より主要な子会社とし

ての記載をしておりません。 

２ 持分法の適用に関する事項  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) 

    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。 

 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 USA Inc. 

    (アメリカ) 

 

 

   (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お

よび関連会社は、連結当期純損益および

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

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。 

なお、前連結会計年度に主要な非連結

子会社として記載しておりましたPLANEX 

COMMUNICATIONS PTE LTD.（シンガポ

ール）につきましては、現在会社清算中の

ため当連結会計年度より主要な子会社とし

ての記載をしておりません。 

 

33 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】 

【訂正前】 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (3) 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 

― 
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【訂正後】 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (3) 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 

 

 

37 ページ目 

４．【連結財務諸表】 

(7) 【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】 

  【表示方法の変更】 

 【訂正前】  

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めていた「差入証拠

金」は重要性が増加したため、当連結会計年度から区分掲記しておりま

す。 

 なお、前連結会計年度の流動資産の「その他」に含まれる「差入証拠

金」は147,420千円であります。 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、値洗いによって発生する支払差金を流動

負債の「預り証拠金」と相殺表示しておりましたが、当連結会計年度よ

り、明瞭表示のため流動資産の「支払差金勘定」として区分掲記し、

「預り証拠金（外国為替受入証拠金：下記参照）」を総額で表示しており

ます。 

 なお、前連結会計年度の「預り証拠金」に含まれる「支払差金勘定」

は、1,555,230千円であります。 

 

 前連結会計年度において、流動資産の「差入証拠金」と「顧客分別

金」、流動負債の「預り証拠金」については、EDINETタクソノミの勘定科

目に変更し、当連結会計年度から「差入証拠金」と「顧客分別金」を「外

国為替差入証拠金」、「預り証拠金」を「外国為替受入証拠金」と表示し

ております。 

 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）が適用になるこ

とに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されたも

のは、当連結会計年度から「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」、

「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ448,342千円、73,745千

円、6,402千円であります。 
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【訂正後】  

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めていた「差入証拠

金」は重要性が増加したため、当連結会計年度から区分掲記しておりま

す。 

 なお、前連結会計年度の流動資産の「その他」に含まれる「差入証拠

金」は147,420千円であります。 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度において、値洗いによって発生する支払差金を流動

負債の「預り証拠金」と相殺表示しておりましたが、当連結会計年度よ

り、明瞭表示のため流動資産の「支払差金勘定」として区分掲記し、

「預り証拠金（外国為替受入証拠金：下記参照）」を総額で表示しており

ます。 

 なお、前連結会計年度の「預り証拠金」に含まれる「支払差金勘定」

は、1,555,230千円であります。 

 

 前連結会計年度において、流動資産の「差入証拠金」と「顧客分別

金」、流動負債の「預り証拠金」については、EDINETタクソノミの勘定科

目に変更し、当連結会計年度から「差入証拠金」と「顧客分別金」を「外

国為替差入証拠金」、「預り証拠金」を「外国為替受入証拠金」と表示し

ております。 

 

 前連結会計年度において、固定負債の「劣後債務」として掲記されて

いたものは、EDINETタクソノミの勘定科目に変更し、当連結会計年度

から「長期借入金」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度の「長期借入金」に含まれる「劣後債務」は、

78,500千円であります。 

 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）が適用になるこ

とに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されたも

のは、当連結会計年度から「製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」

に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「製品」、「仕掛

品」、「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ448,342千円、73,745千円、

6,402千円であります。 

 

(連結損益計算書関係) 

 前連結会計年度において、売上高の「外国為替取引損益」として掲

記されていたものは、EDINETタクソノミの勘定科目に変更し、当連結会

計年度から「金融収益」と表示しております。 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 連結貸借対照表及び連結損益計算書の表示の変更に伴い、各科目

の表示を変更しております。 
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39 ページ目  

４．【連結財務諸表】 

(8) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

(連結貸借対照表関係) 

【訂正前】 

前連結会計年度 

(平成20年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成21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)                  8,883千円 

※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)                  2,960千円 

２ 偶発債務 

(略) 

２ 偶発債務 

(略) 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 

(平成20年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成21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)                  8,883千円 

※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)                  2,960千円 

※２                   ― ※２ 担保に供している資産及び担保に係る債務 

(1) 担保に供している資産 

    定期預金                        35,224千円 

(2) 担保に係る債務 

    リース債務                       30,626千円 

※３                   ― ※３ 長期借入金のうち、劣後特約付のものは、78,500千円でありま

す。 

４ 偶発債務 

(略) 

４ 偶発債務 

(略) 
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40～41 ページ目 

４．【連結財務諸表】 

(8) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

(連結損益計算書関係) 

【訂正前】 

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

   至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 

   至 平成21年12月31日） 

【略】 

※５                    ― 

※６                  【略】 

※７                    ― 

※８                  【略】 

※９                    ― 

※10                   ― 

  

※11                   ―  

 

※12                   ― 

※13                  【略】 

※14                   ― 

【略】 

※５ 損害賠償金は、訴訟により発生したものであります。 

※６                  【略】 

※７                  【略】 

※８                   【略】 

※９                  【略】 

※10 子会社株式評価損は、PLANEX COMMUNICATIONS USA 

Inc.(アメリカ)の株式評価損であります。 

※11  子会社整理損は、PLANEX COMMUNICATIONS PTE LTD.(シ

ンガポール)の閉鎖にかかるものであります。 

※12                  【略】 

※13                   ― 

※14                  【略】 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

   至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年１月１日 

   至 平成21年12月31日） 

【略】 

＜削除＞ 

※５                   【略】 

※６                    ― 

※７                  【略】 

※８                    ― 

※９                    ― 

  

※10                    ―  

 

※11                    ― 

※12                  【略】 

※13                    ― 

【略】 

＜削除＞ 

※５                  【略】 

※６                  【略】 

※７                   【略】 

※８                  【略】 

※９  関係株式評価損は、PLANEX COMMUNICATIONS USA Inc.(ア

メリカ)の株式評価損であります。 

※ 10  関 係 会 社 整 理 損 は 、 PLANEX COMMUNICATIONS PTE 

LTD.(シンガポール)の閉鎖にかかるものであります。 

※11                  【略】 

※12                   ― 

※13                  【略】 
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43 ページ目 

４．【連結財務諸表】 

(8) 【連結財務諸表に関する注記事項】 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

３ 配当に関する事項 

 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

【訂正前】 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成22年３月26日 

定時株主総会 
普通株式 資本剰余金 85,673 1,000.00 平成21年12月31日 平成22年３月30日 

 

【訂正後】 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成22年３月26日 

定時株主総会 
普通株式 資本剰余金 85,673 1,000.00 平成21年12月31日 平成22年３月29日 

 

46 ページ目 

４．【連結財務諸表】 

(8) 【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 

  当連結会計年度(自 平成 21 年１月１日 至 平成 21 年 12 月 31 日) 

【訂正前】 

 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） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

Ⅱ  資産、減価償却費 

及び資本的支出 

資産 

（略） 

 

 

3,686,954 

（略） 

 

 

10,052,212 

（略） 

 

 

13,739,166 

（略） 

 

 

(345,506) 

（略） 

 

 

13,393,660 

（略） 

 (注) 

 【略】 

  ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(615,598 千円)は、連結グループ間へ販売した工具器具備品

の売上原価及び減価償却費であります。 

   ４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた消去資産(345,506 千円)は、連結グループ間へ販売した工具器具備品であります。 

  （追加情報) 

当社は平成 21 年 10月 1 日付の組織再編により持株会社制へ移行しております。これによる影響はありません。 
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【訂正後】 

 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） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

Ⅱ  資産、減価償却費 

及び資本的支出 

資産 

（略） 

 

 

3,619,144 

（略） 

 

 

10,052,212 

（略） 

 

 

13,671,356 

（略） 

 

 

(345,506) 

（略） 

 

 

13,325,850 

（略） 

(注) 

 【略】 

  ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社ビルの賃借料 2,781 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は、長期投資資金(投資有価証券)であり、金額は 269,316 千円であります。 

＜削除＞ 

 

51 ページ目 

４．【連結財務諸表】 

(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】 

前連結会計年度 

(平成20年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成21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 9,847千円 

 減価償却費 20,093千円 

 商標権・営業権償却 25,318千円 

 有価証券評価損 250,677千円 

 繰越欠損金 577,723千円 

 オプション評価損 2,896千円 

 その他有価証券評価差額金 74,400千円 

 その他 75,001千円 

 繰延税金資産小計 1,035,959千円 

 評価性引当額 △492,632千円 

繰延税金資産合計 543,327千円 

 

繰延税金負債  

 レバレッジドリース △98,273千円 

 その他有価証券評価差額金 △273千円 

 繰延税金負債合計 △98,547千円 

繰延税金資産の純額 444,780千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5％ 

 国外源泉所得税等 0.7％ 

 住民税均等割等 0.3％ 

 評価性引当額の純減 △29.8％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 12.4％ 
 

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 7,874千円 

 減価償却費 25,300千円 

 商標権・営業権償却 18,584千円 

 有価証券評価損 281,388千円 

 繰越欠損金 300,229千円 

 オプション評価損 31,159千円 

 その他有価証券評価差額金 25,260千円 

 その他 109,744千円 

 繰延税金資産小計 799,538千円 

 評価性引当額 △295,377千円 

繰延税金資産合計 504,161千円 

 

繰延税金負債  

 レバレッジドリース △95,587千円 

 繰延税金負債合計 △95,587千円 

繰延税金資産の純額 408,577千円 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5％ 

 住民税均等割等 0.4％ 

 評価性引当額の純減 △10.0％ 

 その他 △6.8％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.8％ 
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【訂正後】 

前連結会計年度 

(平成20年12月31日） 
当連結会計年度 

（平成21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 9,847千円 

 減価償却費 20,093千円 

 商標権・営業権償却 25,318千円 

 有価証券評価損 250,677千円 

 繰越欠損金 577,723千円 

 オプション評価損 2,896千円 

 その他有価証券評価差額金 74,400千円 

 その他 75,001千円 

 繰延税金資産小計 1,035,959千円 

 評価性引当額 △492,632千円 

繰延税金資産合計 543,327千円 

 

繰延税金負債  

 レバレッジドリース △98,273千円 

 その他有価証券評価差額金 △273千円 

 繰延税金負債合計 △98,547千円 

繰延税金資産の純額 444,780千円 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5％ 

 国外源泉所得税等 0.7％ 

 住民税均等割等 0.3％ 

 評価性引当額 △29.8％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 12.4％ 
 

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 9,935千円 

 減価償却費 29,322千円 

 商標権・営業権償却 25,206千円 

 有価証券評価損 154,678千円 

 繰越欠損金 397,306千円 

 オプション評価損 31,159千円 

 その他有価証券評価差額金 33,832千円 

 その他 114,090千円 

 繰延税金資産小計 795,528千円 

 評価性引当額 △420,144千円 

繰延税金資産合計 375,384千円 

 

繰延税金負債  

 レバレッジドリース △95,587千円 

 繰延税金負債合計 △95,587千円 

繰延税金資産の純額 279,801千円 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の

原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

(調整)  

 新設分割による子会社株式評価 

に係る影響額 

 

16.6％ 

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5％ 

 住民税均等割等 0.4％ 

 評価性引当額 △30.5％ 

 連結修正による影響額 △3.1％ 

 その他 0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 24.8％ 
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59 ページ目 

４．【連結財務諸表】 

(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) 

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 

【訂正前】 

前連結会計年度(平成20年12月31日) 当連結会計年度(平成21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) 

【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 

通貨オプション取引       

 買建       

  米ドル 199,354 49,701 △149,652 192,133 △122,285 △314,419 

 売建       

  米ドル △210,257 △222,580 △12,323 △190,487 41,191 231,679 

市
場
取
引
以
外
の
取
引 

合計 △5,104,149 △3,642,317 1,461,831 △528,768 △918,906 △390,138 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(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ーとの取引の時

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。 

(注) １ 時価の算定方法 

同左 

 

【訂正後】 

前連結会計年度(平成20年12月31日) 当連結会計年度(平成21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) 

【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 【略】 

通貨オプション取引       

 買建       

  米ドル 199,354 49,701 △149,652 ― ― ― 

 売建       

  米ドル △210,257 △222,580 △12,323 ― ― ― 

市
場
取
引
以
外
の
取
引 

合計 △5,104,149 △3,642,317 1,461,831 △530,414 △837,812 △307,398 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(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ーとの取引の時

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。 

(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ーとの取引の

時価は、期末の直物為替相場を使用しております。 
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71～72 ページ目 

5.【個別財務諸表】     

 (1)【貸借対照表】     

【訂正前】     

    (単位：千円) 

  
 前事業年度 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

 当事業年度 

 (平成 21 年 12 月 31 日) 

資産の部     

 【略】     

 固定資産     

  投資その他の資産     

   【略】     

   繰延税金資産  －  140,094 

   【略】     

   投資その他の資産合計  2,087,406  2,691,442 

  固定資産合計  2,141,262  2,782,232 

 資産合計  4,251,583  3,611,670 

負債の部     

 【略】     

 固定負債     

  【略】     

  繰延税金負債  23,872  68,857 

  固定負債合計  23,872  68,857 

 負債合計  924,637  272,786 

 【略】     

負債純資産合計  4,251,583  3,611,670 
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【訂正後】     

    (単位：千円) 

  
 前事業年度 

(平成 20 年 12 月 31 日) 

 当事業年度 

 (平成 21 年 12 月 31 日) 

資産の部     

 【略】     

 固定資産     

  投資その他の資産     

   【略】     

   繰延税金資産  －  71,236 

   【略】     

   投資その他の資産合計  2,087,406  2,622,585 

  固定資産合計  2,141,262  2,713,374 

 資産合計  4,251,583  3,542,812 

負債の部     

 【略】     

 固定負債     

  【略】     

  繰延税金負債  23,872  － 

  固定負債合計  23,872  － 

 負債合計  924,637  203,929 

 【略】     

負債純資産合計  4,251,583  3,542,812 
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73～74 ページ目 

5.【個別財務諸表】     

 (2)【損益計算書】     

【訂正前】     

    (単位：千円) 

  

 前事業年度 

(自 平成 20 年１月１日 

 至 平成 20年 12月 31日) 

 当事業年度 

 (自 平成 21 年１月１日 

  至 平成 21 年 12 月 31 日) 

売上高     

 【略】     

 売上高合計   4,302,427   2,335,331 

売上原価     

 製品期首たな卸高  358,034  314,208 

 当期製品製造原価 ※1 2,989,073 ※1 1,649,681 

【略】     

営業外費用     

 デリバティブ評価損  351,727  － 

【略】     

特別損失     

 【略】     

 子会社整理損  － ※9 5,100 

 【略】     
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【訂正後】     

    (単位：千円) 

  

 前事業年度 

(自 平成 20 年１月１日 

 至 平成 20年 12月 31日) 

 当事業年度 

 (自 平成 21 年１月１日 

  至 平成 21 年 12 月 31 日) 

売上高     

 【略】     

 売上高合計 ※1 4,302,427 ※1 2,335,331 

売上原価     

 製品期首たな卸高  358,034  314,208 

 当期製品製造原価 ※1,2 2,989,073 ※1,2 1,649,681 

【略】     

営業外費用     

 オプション評価損  351,727  － 

【略】     

特別損失     

 【略】     

 関係会社整理損  － ※9 5,100 

 【略】     
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75 ページ目 

5.【個別財務諸表】 

【製造原価明細書】 

【訂正前】 

  

 前事業年度 

(自 平成 20 年１月１日 

 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 

 (自 平成 21 年１月１日 

  至 平成 21 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

(％) 

Ⅰ 製品仕入高    1,588,423 97.7 

【略】      

Ⅲ 経費 ※２ －  5,962 0.4 

【略】      

 期末仕掛品たな卸高  66,466  0  

 【略】      

(脚注) 

前事業年度 

(平成20年12月31日） 
当事業年度 

（平成21年12月31日） 

【略】 【略】 

※２ 経費の主な内訳 ※２ 経費の主な内訳 

【略】 【略】 【略】 【略】 

通信料 － 通信料 963 

計 － 計 5,962 

 

【訂正後】 

  

 前事業年度 

(自 平成 20 年１月１日 

 至 平成 20 年 12 月 31 日) 

当事業年度 

 (自 平成 21 年１月１日 

  至 平成 21 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

(％) 

Ⅰ 製品仕入高    1,588,334 97.7 

【略】      

Ⅲ 経費 ※２ －  6,051 0.4 

【略】      

 期末仕掛品たな卸高  66,466  －  

 【略】      

(脚注) 

前事業年度 

(平成20年12月31日） 
当事業年度 

（平成21年12月31日） 

【略】 【略】 

※２ 経費の主な内訳 ※２ 経費の主な内訳 

【略】 【略】 【略】 【略】 

通信料 － 通信料 963 

販売促進費 － 販売促進費 28 

研究開発費 － 研究開発費 61 

計 － 計 6,051 
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80～81 ページ目 

５．【個別財務諸表】 

(5) 【重要な会計方針】 

【訂正前】 

項目 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

４ 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 

 

 

 【略】 【略】 

５ ヘッジ会計の方法 【略】 

(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(通貨オプション取引) 

  ヘッジ対象 

    外貨建仕入債務等 

【略】 

(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 

 

【訂正後】 

項目 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

４ 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 

― 

 

 

 【略】 【略】 

５ ヘッジ会計の方法 【略】 

(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(通貨オプション取引) 

  ヘッジ対象 

    外貨建仕入債務等 

【略】 

(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 

  なお、上記のヘッジ手段とヘッジ対象は、平

成21年10月１日の分社型分割に伴い、子会

社のプラネックスコミュニケーションズ株式会

社へ承継しております。 
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86 ページ目 

5.【個別財務諸表】 

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】 

 (損益計算書関係) 

【訂正前】 

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

【略】 

※９                    ― 

 

 

※10                    ― 

【略】 

※ ９  子 会 社 整 理 損 は 、 PLANEX COMMUNICATIONS PTE 

LTD.(シンガポール)の閉鎖にかかるものであります。 

※10 関係会社整理損失引当金繰入額は、次の通りであります。 

PLANEX COMMUNICATIONS PTE 

LTD.(シンガポール) 

15,466千円 

PLANEX UK 9,213千円 

 計 4,551千円 
 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

【略】 

※９                    ― 

 

※10                          ― 

 

 

【略】 

※９ 関係会社整理損は、PLANEX COMMUNICATIONS PTE 

LTD.(シンガポール)の閉鎖にかかるものであります。 

※10 関係会社整理損失引当金繰入額は、次のとおりであります。 

PLANEX COMMUNICATIONS PTE 

LTD.(シンガポール) 

15,466千円 

PLANEX UK 9,213千円 

 計 24,679千円 
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90 ページ目 

(7) 【個別財務諸表に関する注記事項】 

(税効果会計関係) 

【訂正前】 

前事業年度 

(平成20年12月31日） 
当事業年度 

（平成21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 6,548千円 

 減価償却費 4,022千円 

 有価証券評価損 245,819千円 

 繰越欠損金 391,543千円 

 オプション評価損 2,896千円 

 その他有価証券評価差額金 74,400千円 

 その他 24,895千円 

 繰延税金資産小計 750,127千円 

 評価性引当額 △245,819千円 

繰延税金資産合計 504,308千円 

 

繰延税金負債  

 レバレッジドリース △98,273千円 

 繰延税金負債合計 △98,273千円 

繰延税金資産の純額 406,034千円 

 

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 

   当期は、税引前当期純損失であるため、記載しておりません。 

 

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  

 繰越欠損金 96,148千円 

 有価証券評価損 240,210千円 

 その他有価証券評価差額金 24,056千円 

 その他 2,260千円 

 繰延税金資産小計 362,676千円 

 評価性引当額 △240,360千円 

繰延税金資産合計 122,315千円 

 

繰延税金負債  

 レバレッジドリース △95,587千円 

 繰延税金負債合計 △95,587千円 

繰延税金資産の純額 26,727千円 

 

 

 

 

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 

   決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略します。 

 

【訂正後】 

前事業年度 

(平成20年12月31日） 
当事業年度 

（平成21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 6,548千円 

 減価償却費 4,022千円 

 有価証券評価損 245,819千円 

 繰越欠損金 391,543千円 

 オプション評価損 2,896千円 

 その他有価証券評価差額金 74,400千円 

 その他 24,895千円 

 繰延税金資産小計 750,127千円 

 評価性引当額 △245,819千円 

繰延税金資産合計 504,308千円 

 

繰延税金負債  

 レバレッジドリース △98,273千円 

 繰延税金負債合計 △98,273千円 

繰延税金資産の純額 406,034千円 

 

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 

   当期は、税引前当期純損失であるため、記載しておりません。 

 

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  

 繰越欠損金 130,409千円 

 有価証券評価損 110,379千円 

 新設分割による子会社株式の税効果 215,425千円 

 その他有価証券評価差額金 32,628千円 

 その他 3,065千円 

 繰延税金資産小計 491,909千円 

 評価性引当額 △229,500千円 

繰延税金資産合計 262,409千円 

 

繰延税金負債  

 レバレッジドリース △95,587千円 

 繰延税金負債合計 △95,587千円 

繰延税金資産の純額 166,821千円 

 

 

 

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 

   決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略します。 

 


