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1.  平成23年12月期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

23年12月期 9,592 △5.0 △246 ― △309 ― △704 ―
22年12月期 10,097 34.0 1,566 22.6 1,613 15.6 803 △15.7
（注）包括利益 23年12月期 △597百万円 （―％） 22年12月期 756百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年12月期 △8,145.00 ― △14.2 △1.6 △2.6
22年12月期 9,329.77 ― 16.2 10.1 15.5
（参考） 持分法投資損益 23年12月期  △32百万円 22年12月期  △3百万円

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

23年12月期 19,861 4,670 23.4 53,638.33
22年12月期 18,601 5,304 28.3 60,915.36
（参考） 自己資本   23年12月期  4,642百万円 22年12月期  5,272百万円

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

23年12月期 △1,600 854 780 1,667
22年12月期 3,276 △3,272 △297 1,637

2.  配当の状況 

平成22年12月期および平成23年12月期の配当金は、記念配当を含んでおり、資本剰余金を配当原資としております。詳細は後述の「資本剰余金を配当原資と
する配当金の内訳」をご確認ください。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年12月期 ― 1,200.00 ― 670.00 1,870.00 161 20.0 3.2
23年12月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 86 △12.3 1.7
24年12月期(予想) ― 0.00 ― 500.00 500.00 24.4

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 6,800 30.7 120 △73.8 80 △82.3 30 81.8 346.59
通期 10,800 12.6 400 ― 350 ― 180 ― 2,079.58

kmaejima
スタンプ



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  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

詳細は、30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の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 0社 （社名） 、 除外 1社 （社名） プラネックス証券株式会社

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期 96,575 株 22年12月期 96,575 株
② 期末自己株式数 23年12月期 10,019 株 22年12月期 10,019 株
③ 期中平均株式数 23年12月期 86,556 株 22年12月期 86,172 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年12月期の個別業績（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

23年12月期 1,009 63.3 378 ― 344 144.0 △110 ―
22年12月期 618 △73.5 24 ― 141 18.0 16 △87.7

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
円 銭 円 銭

23年12月期 △1,275.10 ―
22年12月期 192.59 ―

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

23年12月期 4,374 3,092 70.7 35,728.47
22年12月期 3,764 3,165 84.1 36,576.40
（参考） 自己資本 23年12月期  3,092百万円 22年12月期  3,165百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き 
は終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績の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
際の業績等は様々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条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添 
付資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 



  

  

 
（注）純資産減少割合 0.016 

  

 
（注）純資産減少割合については、現在集計中であり確定次第開示いたします。 

  

５．資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳

(1)平成22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

1,200円00銭 670円00銭

１株当たり配当金 （普通配当 ０円00銭) （普通配当 670円00銭)

（記念配当 1,200円00銭) （記念配当 ０円00銭)

配当総額 103百万円 57百万円

 

(2)平成23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 期末配当金

1,000円00銭

１株当たり配当金 （普通配当 670円00銭)

（記念配当 330円00銭)

配当総額 86百万円
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＜当連結会計年度の経営成績＞  

当連結会計年度におけるわが国の経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響を受け、生産

や設備投資の減少による企業収益の低下や、自粛ムードによる個人消費の低迷などが見られ、厳しい市

況が続きました。下期以降は、サプライチェーンの立て直しにより回復基調への転換が見られたもの

の、国内においては、原発事故を端緒とする電力供給の制約や原子力災害の影響、さらに海外において

は、欧州の政府債務危機を発端とする金融システムに対する懸念が顕著となりました。これらの状況を

受けて、円高の加速やデフレの深刻化など、国内経済が下振れするリスクは依然として存在し、予断を

許さない状況が続きました。 

このような市場環境の下、情報通信・ネットワーク関連製品事業におきましては、スマートフォンや

タブレット端末の急速な普及や、平成23年７月のアナログ放送終了により、地上デジタルテレビに移行

したことを受け、無線LAN環境の拡充が急務となる中、関連製品の需要が高まりを見せました。当社グ

ループでは、これらの市場環境の変化を受けて、関連製品のラインナップの拡充と市場でのシェア確保

に努めましたが、需要は高まりつつも販売価格競争が激化したことで、製品価格は下落傾向にあり、利

益は伸び悩みました。また、厳しい市況が続く法人市場においては、注力した大型案件において開発ス

ケジュールの遅れや当初見積もりより想定以上に工数がかかったことにより大幅に売上原価が膨らみ、

利益を圧迫しました。さらに、経済環境の悪化を受け棚卸資産の評価を見直した結果、減収減益を余儀

なくされました。 

店頭外国為替証拠金取引等事業におきましては、平成23年８月に施行となった第２次レバレッジ規制

による市場環境の悪化を見越し、顧客基盤を拡大するため戦略的に打ち出した各種キャンペーンや広告

宣伝が奏功し、口座数および預り残高は堅調に推移いたしました。しかしながら、東日本大震災や米国

債格下げ、欧州政府債務問題等による相場の一時的な変動による取引量の増加があったものの、全体と

して取引量は低調となり、また、高収益事業として期待していた原油や金、銀などのCFD事業の立ち上

げが遅れ、本格的な稼動が来期以降の見込みとなったことや、インドネシアにおけるFX事業の開始が大

幅に遅延したこと等により、売上高・利益ともに伸び悩みました。 

自動車流通事業におきましては、エコカー補助金終了の反動および東日本大震災の影響により、国内

での新車販売数は減少傾向が見られ、その影響を受け乗用中古車の中古車登録台数は前年実績を下回り

ました。その結果、市場に流通する中古車台数が減少し、中古車相場は一時的に上昇したものの、下期

以降は相場が反転し、安定した収益性を確保することが難しい状況が続きました。このような厳しい環

境の下、当社グループといたしましては、良質な中古車両の仕入を強化し、高粗利車両の販売に注力す

ることに加えて、販売強化施策として、自動車整備等の付帯サービスをワンストップで提供できる体制

を整えた結果、売上高・利益ともに堅調に推移し、黒字化を達成することができました。 

これらの結果、当社グループ全事業における売上高につきましては経済環境の悪化による影響は比較

的軽微であったものの、営業利益および経常利益につきましては、前述のとおり情報通信・ネットワー

ク関連製品等事業における大型案件のスケジュールの遅れや、棚卸資産の評価を見直した影響により、

大幅な減収を余儀なくされました。また、当期純利益につきましては、営業利益および経常利益の下振

れに加えて、保有する投資有価証券や固定資産の評価を見直したことが、下振れの大きな要因となりま

した。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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以上の状況により、当連結会計年度の売上高は9,592,166千円（前連結会計年度比5.0％減）、営業損

失246,680千円（前連結会計年度は営業利益1,566,637千円）、経常損失309,827千円（前連結会計年度

は経常利益1,613,191千円）、当期純損失704,998千円（前連結会計年度は当期純利益803,970千円）と

なりました。 

なお、前連結会計年度まで事業の種類別セグメントの業績を「情報通信・ネットワーク関連製品等事

業」「金融事業」「自動車流通事業」に区分して説明しておりましたが、当連結会計年度から「セグメ

ント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）および「セグメント

情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日の適用

により、「情報通信・ネットワーク関連製品事業」「店頭外国為替証拠金取引等事業」「自動車流通事

業」のセグメントに区分して説明しております。したがって、事業の種類別セグメントの業績につきま

しては、前年同期との比較は行っておりません。  

 当セグメントにおける売上高は4,551,422千円となりました。 

当セグメントにおける売上高は2,751,467千円となりました。 

当セグメントにおける売上高は2,372,230千円となりました。 

  

 ＜次期見通し＞ 

わが国経済の先行きは、各種政策効果などを背景に景気の緩やかな持ち直し傾向が続くことが期待さ

れます。しかし、前連結会計年度同様、海外景気の下振れに国内景気が下押しされる等のリスクは依然

として存在し、景気に対する不透明感は払拭されておりません。 

このような状況の下、情報通信・ネットワーク関連製品事業では、スマートフォンやタブレット端

末、ネットワーク接続で楽しむゲーム機器や家電のさらなる普及により、Wi-Fi環境があらゆる場面で

求められると見込んでおります。当社グループといたしましては、こうした市場ニーズを的確に捉えた

上で、商品開発力および営業力の強化に努め、主力製品の販売拡大および新製品の早期市場浸透を図る

とともに、他社にはない製品の販売や提案を積極的に行います。さらに、組織の再構築により、状況に

応じた事業展開を進める体制を強固なものとすることで、刻々と変化する市場環境にも迅速に対応し、

安定した収益の確保を目指してまいります。 

店頭外国為替証拠金取引等事業につきましては、サービスの多角化、集客力の強化を図るとともに、

国内市場と比較して規制が緩和されている海外市場も視野にいれつつ、事業の強化を図ってまいりま

す。 

自動車流通事業では、引き続き良質な中古車両の仕入を強化し、小売りを中心とした高粗利車両の販

売に注力するとともに、自動車整備等の付帯サービスをワンストップで提供できる体制を確固たるもの

にすることで、安定収益による継続黒字を目指します。 

これらの結果、平成24年12月期の連結業績予想につきましては、売上高10,800百万円、営業利益400

百万円、経常利益350百万円、当期純利益180百万円を見込んでおります。 

  

(ⅰ)情報通信・ネットワーク関連製品事業

(ⅱ)店頭外国為替証拠金取引等事業

(ⅲ)自動車流通事業
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（資産）  

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末比1,260,528千円増の19,861,801千円でありま

す。これは、現金及び預金、外国為替取引顧客区分管理信託、土地の増加などによるものであります。 

（負債） 

当連結会計年度における負債は、前連結会計年度末比1,894,389千円増の15,191,648千円となりまし

た。これは、外国為替受入証拠金、長期借入金及び社債の増加などによるものであります。 

（純資産）  

当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末比633,860千円減の4,670,152千円となりました。これ

は、利益剰余金の減少などによるものであります。 

連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は30,371千円増加し1,667,898千円となりまし

た。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）   

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、外国為替顧客区分管理信託の増加によ

る支出、法人税等の支払による支出などにより1,600,134千円の支出（前年同期は3,276,844千円の収入）

となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の減少による収入などによ

り854,955千円の収入（前年同期は3,272,609千円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入及び社債の発行に

よる収入などにより780,840千円の収入（前年同期は297,923千円の支出）となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
 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／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１)いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

(注２)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。なお、平成19年12月期及び平成23年

12月期については、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 

及びインタレスト・カバレッジ・レシオの記載をしておりません。 

(注３)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４)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。 

  

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期

自己資本比率 48.8 43.0 35.1 28.3 23.4

時価ベースの自己資本比率 25.1 22.2 21.0 26.1 10.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

- 6.0 53.6 3.4 -

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

- 300.8 68.7 481.8 -
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当社は、株主の皆様への利益還元を経営の 重要課題の一つとして認識しており、経営基盤の強化と

財務体質の健全性を考慮しつつ、かつ、業績に応じて安定的に配当の継続を行うことを利益配分の基本

方針としています。 

この方針に基づき、当期の配当金としては、平成23年10月28日付「平成23年12月期通期連結業績予想

の修正及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、１株当たり普通配当

670円に記念配当330円を加えた1,000円とさせて頂く予定です。 

なお、次期の配当金は、期末配当500円の年間500円を予定しております。  

  

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。これらは当社株主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難いリスクも存在いたします。なお、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。 

（ⅰ）経営全般 

  ①人材の確保、育成について 

当社グループでは、積極的な人材採用、評価・報酬制度の充実、教育研修制度等の拡充・強化に

より、役職員の意識向上、組織の活性化及び人材の育成・定着に取り組んでおります。しかし、人

材の育成・定着が困難な場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があり

ます。 

  

  ②事業の強化について 

当社グループでは、注力する製品やサービスを選定のうえ、人材や資本を効率よく投入し、各事

業をより一層強化することで、安定収益を確保してまいります。しかしながら、選定を誤った場

合、当該事業の収益力が低下する可能性があり、当社グループの業績および財政状態に影響を与え

る可能性があります。 

  

  ③為替変動について 

当社グループは、為替変動リスクを避けるため為替オプション契約を含む為替予約を行う等、影

響を 小限にとどめておりますが、想定以上の為替変動により当社グループの業績および財政状態

に影響を与える可能性があります。 

  

  ④個人情報管理について 

当社グループは個人情報の管理に万全を期しておりますが、予期せぬ事態による顧客情報の漏

洩・流出が発生した場合、社会的信用を失墜する可能性があります。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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（ⅱ）情報通信・ネットワーク関連製品事業 

  ①技術革新について 

情報通信・ネットワーク関連機器業界は技術革新が著しいため、国内外の技術動向および市場動

向の把握に努めておりますが、流行遅れによる製品の陳腐化及び開発遅延による市場需要への対応

の遅れを引き起こす可能性があります。また、当社では常に 新技術の研究開発を進めております

が、それらへの対応等に想定以上に工数がかかった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響

を与える可能性があります。 

  

  ②海外の経済環境について 

当社グループの主要製造拠点は全て海外にあり、当該国または地域の経済状況は当社グループの

生産活動に大きく影響を及ぼします。生産拠点・出荷方法の代替手段を用意する等の対策を講じて

おりますが、自然災害、テロ・戦争の勃発、輸出入規制、政治情勢等によって、生産・出荷の遅延

や停止の可能性があります。 

  

  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、工場を所有しないファブレス企業であるが故に、品質管理においてEMS

（「Electronics Manufacturing Survice」…電子機器の受託生産サービス）の選定が重要となり

ます。製品設計と製造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、当社グループの業績および財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

  ④訴訟について 

当社グループは製品の品質や安全性を重視しておりますが、国内外で事業を遂行していく上で、

瑕疵担保責任や製造物責任に関する訴訟を提起されるリスクは常に存在しております。また、当社

では事業を遂行していく上で、他社の知的財産権を適法に使用することとしておりますが、当社の

認識外で他社の知的財産権を侵害している場合にも、訴訟を提起されるリスクがあります。仮に、

当社グループが提訴された場合、訴訟結果によっては当社グループの業績及び財政状態に影響を与

える可能性があります。 

  

（ⅲ）店頭外国為替証拠金取引等事業 

  ①法的規制について 

  １）金融商品取引法について 

   イ．金融商品取引業者登録 

 株式会社外為ジャパンは、金融商品取引業を営むため、金融商品取引法第29条、第29条の２お

よび第29条の３に則り登録を受けております。また、株式会社外為ジャパンは、金融商品取引

法、関連政令、府令等の諸法令に服して事業活動を行っておりますが、今後、株式会社外為ジャ

パンが同諸法令に抵触する事態が発生した場合には、内閣総理大臣より業務停止や登録取消等の

行政処分を受ける可能性があり、その場合、当社グループの風評、業績および財政状態に影響を

与える可能性があります。 
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   ロ．自己資本規制比率 

 金融商品取引業者には、金融商品取引法第46条の６に基づき自己資本規制比率の制度が設けら

れております。 

 金融商品取引業者は、自己資本規制比率が140％を下回ることのないようにしなければならず

（金融商品取引法第46条の６第２項）、内閣総理大臣は金融商品取引業者に対し、その自己資本

規制比率が120％を下回るときには業務方法の変更を命ずること、また、100％を下回るときには

３ヶ月以内の期間、業務の停止を命ずる事ができ、更に業務停止後３ヶ月を経過しても100％を

下回り、かつ、回復の見込がないと認められるときは、金融商品取引業者の登録を取り消すこと

ができるとされております（金融商品取引法第53条）。 なお、株式会社外為ジャパンの自己資

本規制比率は、平成23年12月31日現在で333.8％となっており、上記の自己資本規制比率の値を

常時上回るよう運営しております。しかしながら、今後、上記要件に抵触した場合には、内閣総

理大臣による厳しい行政処分を受ける可能性があり、その場合、当社グループの風評、業績及び

財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

   ハ．顧客資産の分別管理について 

 金融商品取引業者は、金融商品取引法第43条の３に基づき顧客から預託を受けた金銭について

は自己の固有財産と分けて管理することが義務付けられており、顧客の計算に属する金銭および

金融商品の価格に相当する財産については、内閣府令（金融商品取引業等に関する内閣府令第

143条）で定めるところにより、管理しなければならないとされております。株式会社外為ジャ

パンは、日証金信託銀行株式会社及びみずほ信託銀行株式会社と金銭信託契約を締結しており、

顧客から預託を受けた金銭について金銭信託による信託保全を行うことで、法令等が要請する分

別管理義務を充足しております。しかしながら、分別管理が適切に行われなかった場合、金融庁

より業務停止や登録取消等の行政処分が行われることがあり、その場合、当社グループの風評、

業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

  ２）金融商品販売法、消費者契約法について 

 金融商品の販売等に関する法律は、平成13年４月１日から施行されております。同法は、金融商

品の販売等に際して顧客の保護を図るため、金融商品販売業者等の説明義務及びかかる説明義務を

怠ったことにより顧客に生じた損害の賠償責任ならびに金融商品販売業者が行う金融商品の販売等

にかかる勧誘の適正の確保のための措置について定めております。 

 また、消費者契約法は、平成13年４月１日以降に締結される消費者契約に適用されております。

同法は、消費者契約における消費者と事業者との間に存在する構造的な情報の質および量ならびに

交渉力の格差（総じて情報の非対称性）に着目し、一定の条件下において、消費者が契約の効力を

否定することができる旨を規定しております。 

 株式会社外為ジャパンでは、かかる法律への違反が無いように内部管理体制を整備しておりま

す。しかしながら、今後これらの法律に違反する事実が発生した場合には、損害賠償責任が生じる

ことがあり、顧客からの信頼が毀損する等、当社グループの風評、業績および財政状態に影響を与

える可能性があります。 
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  ３）犯罪による収益の移転防止に関する法律について 

 平成20年３月１日より、犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止法」

という。）が施行され、これに基づき金融機関に対し本人確認が義務づけられることとなりまし

た。犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来、金融機関に本人確認を義務づけていた「金融機関等

による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用防止に関する法律」（以下「本人確認

法」という。）は廃止されましたが、本人確認法と同様に本人確認の内容は基本的に変わりありま

せん。顧客の本人確認および記録の保存、顧客管理体制の整備を促すことにより、テロ資金や犯罪

収益の追跡のための情報確保とテロ資金供与およびマネー・ロンダリング等の利用防止を目的とし

ております。 

 株式会社外為ジャパンは、犯罪収益移転防止法に基づき所定の書類等を顧客から徴収し、本人確

認を実施するとともに、顧客カードを作成し、本人確認記録および取引記録を保存しております。

 しかしながら、株式会社外為ジャパンの業務方法が同法に適合していないという事態が発生した

場合には、金融庁長官による行政処分や刑事罰等により、当社グループの風評、業績および財政状

態に影響を与える可能性があります。 

 また、今後これらの法的規制の改正や新たな法的規制が設けられた場合には、当社グループの業

績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

  ②コンピュータシステムについて 

 株式会社外為ジャパンのコンピュータシステムは株式会社EMCOM CONSULTING社（以下、「EMCOM

社」という。）が開発、保守管理を行っております。また、外国為替証拠金取引システムの安定稼

動は経営の 重要課題の一つと認識しており、サービスレベルの維持向上に全力で取り組んでおり

ます。  

 保守管理につきましては、EMCOM社に委託し、専門知識を有するシステム要員がシステム監視を

行い、管理体制を整えております。サーバ等コンピュータシステムにつきましては、耐震性につい

ての信頼性が高い外部のデータセンターに設置されており、データ送受信回線についてもバックア

ップシステムや回線の多重化等、充実を図っており、危機管理体制の充実に努めております。しか

しながら、これらのシステムが、ハードウェア、ソフトウェアの不具合、人為的ミス、通信回線の

障害、コンピュータウィルス、サイバーテロのほか、災害等によってシステム障害が発生し機能不

全に陥って事業活動に支障をきたす場合には、当社グループの風評、業績および財政状態に影響を

与える可能性があります。 

 また、外国為替証拠金取引市場における競争優位を確保していくため、独創的で差別化された取

引サービスの提供とトレードシステムのインフラ整備に向け、システム開発を行うことで顧客満足

度の向上を目指し、顧客基盤の拡大、強化に結び付けていく考えでおります。しかしながら、こう

したシステム開発が計画どおりに進まず、また、当初予想していたとおりの投資効果が得られなか

った場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。  

 また、EMCOM社とは友好な関係にありますが、同社の経営成績及び財政状態悪化、契約破棄、破

産等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
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  ③カバー取引について 

 株式会社外為ジャパンが提供する店頭外国為替証拠金取引は、顧客と株式会社外為ジャパンによ

る相対取引でありますが、株式会社外為ジャパンは、顧客に対するポジションをリスクヘッジする

ために、カウンターパーティーとも相対取引をしております。株式会社外為ジャパンは、取引先リ

スク等を分散するために欧米等において実績のある銀行、ブローカー会社10社のカウンターパーテ

ィーと取引をしておりますが、当該カウンターパーティーがシステム障害その他の理由で機能不全

に陥った場合には、顧客に対するポジションのリスクヘッジが実行できない可能性があります。ま

た、何らかの突発的な事象を材料に外国為替相場が短時間のうちに急激に変動した場合には、カウ

ンターパーティーに対し、自己売買ポジションのカバー取引が行えない可能性があり、その際には

株式会社外為ジャパン自身が外国為替相場変動リスクを負うことになります。そのような場合に

は、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 また、カウンターパーティーとは友好な関係にありますが、カウンターパーティーの経営成績お

よび財政状態悪化、契約破棄、破産等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可

能性があります。 

  

  ④個人情報の保護について 

 株式会社外為ジャパンは、顧客の氏名、電話番号、銀行口座等の個人情報を取り扱っておりま

す。これら個人情報につきましては、厳重な社内管理を行っており、具体的には、セキュリティで

保護されたデータセンターでのサーバ管理やオフィスエリアへの入退室管理等を行っております。

 このように個人情報の適正な保護に努めておりますが、外部からの不正アクセスや内部管理体制

の瑕疵等により個人情報が漏洩した場合には、監督官庁からの処分や損害賠償請求を受けると同時

に社会的な信用を失う恐れがあり、当社グループの風評、業績及び財政状態に影響を与える可能性

があります。 

  

  ⑤経営環境について 

 株式会社外為ジャパンが運営する店頭外国為替証拠金取引において、平成21年８月１日に施行さ

れた「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」では、顧客から預託を受け

た金銭の区分管理方法を金銭信託に一本化することや、ロスカット・ルールの整備・遵守を義務付

けられること等が定められ、更に、平成22年８月１日に施行された「金融商品取引業等に関する内

閣府令の一部を改正する内閣府令」では、顧客保護の観点からレバレッジ上限25倍等の各種規制が

定められております。 

 これら法的規制の新設等に伴い、事業を継続できない業者が出る一方で、業者間では新たに顧客

を獲得するためのスプレッドの縮小（または取引コストの縮小）や、商品スペック・サービスの競

争激化が予想されます。また、インターネット専門の証券会社を中心に、店頭外国為替証拠金取引

を扱う業者も増加しており、脅威となる可能性があります。 

 また今後、業界の健全化が図られ「貯蓄から投資へ」の流れが進んでいく中で、ビジネスチャン

スを求める銀行、証券会社、商品取引員、外資系企業、IT系企業等の多様な業種からの市場参入が

予想され、より厳しい競争環境が予想されます。これらの競争激化に伴い、新たに顧客を獲得する

ために必要な１口座当たりの費用が増加することも考えられます。そうした場合、当社グループの

業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 
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（ⅳ）自動車流通事業 

  マーケットの環境について 

 自動車業界は、若年層の嗜好の変化、景気低迷による個人消費の落ち込み等の影響により、市場

規模が縮小する可能性があります。また、新車販売の落ち込みにより、今後良質な中古車の供給不

足をもたらす可能性があります。 

  

 該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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 当社は、平成23年11月25日に保有するプラネックス証券株式会社の株式の全てを売却いたしました。 

 結果、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（プラネックスホールディング株式会社）、情

報通信・ネットワーク関連企業４社、設計ソリューション関連企業１社、金融サービス企業１社、SI関連企

業１社及び自動車流通企業１社により構成されております。 

 以上の内容を図示しますと、以下のとおりであります。 

  

 

1. プラネックスバイオ株式会社は、平成23年３月31日付でプラネックスデザイン株式会社に商号変更して

おります。 

2．株式会社ＭＪは、平成23年４月２日付で株式会社外為ジャパンに商号変更しております。 

3. 株式会社オールグリーン・ネットワークスは、平成23年９月８日付で当社が保有する全ての株式を売却

したことにより、持分法適用範囲から除外しております。 

4. プラネックス証券株式会社は、平成23年11月25日付で当社が保有する全ての株式を売却したことによ

り、連結子会社から除外しております。 

２．企業集団の状況
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当社グループは、お客様のエンターテイメントをつなぐグループ企業として、全てのお客様に、ネッ

トワークの便利さと楽しさを提案し続けると同時に、価格、機能、品質の全てにおいてお客様にご満足

いただける製品を提供し続けてまいります。 

  

当社グループは、毎期継続的な成長のために売上高を伸ばすと同時に、一定の利益率を確保すること

を目標としております。特に、売上高伸率と営業利益率の向上を経営目標としております。   

また、技術革新の著しい情報通信・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、従来どおり棚卸資産回転

率を重視した経営を行ってまいります。 

  

近年は、パーソナルコンピュータに加え、スマートフォンなどの多様な機器が普及する中、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。そこで、当社では、経営環境の変化に対応

して、事業領域を拡大するために、パーソナルコンピュータ周辺マーケットにとどまらず、デジタルホ

ーム市場、ゲーム市場、携帯電話市場、自動車市場など、ネットワークの世界が浸透するあらゆる領域

に商品を展開し、ネットワーク製品の販売拡充に努めてまいります。 

  

当社グループは、成長する企業への飛躍を目指して、「コーポレートガバナンスの強化およびコンプ

ライアンスの重視」を基本とし、「“your life．simple.”をブランドコンセプトとした製品開発」並

びに「グループ各社とのシナジー効果の創出」の３つに重点を置いて経営にあたっております。また、

当連結会計年度において著しく低下した収益力の回復に注力し、企業価値の向上を図ってまいります。

コーポレートガバナンスの強化およびコンプライアンスの重視により、法の秩序と社会的規範に従

った経営を行います。 

  

お客様の生活を、より簡単に、より楽しく、より自由に、そして一層便利になる製品やサービスを

提供するため、コア製品の絞り込み、経営資源の集中的な投入、営業力の強化を図り、開発、製造、

販売・流通の各局面において改革を実行いたします。 

  

一元的な経営管理体制による柔軟かつ迅速な対応を行い、さらには各グループ会社の業績と責任を

明確にすると同時に、各グループ会社間での事業シナジーを生み出すことができるよう経営体制をよ

り強固にしてまいります。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

 ①コーポレートガバナンスの強化およびコンプライアンスの重視

 ②“your life．simple.”をブランドコンセプトとした製品開発

③グループ各社とのシナジー効果の創出
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販売・在庫の管理をより一層強化して収益基盤の強化と安定化を図ります。また、業務の効率化に

よる製造原価の抑制、積極的な経費削減に取り組むことで、収益力を向上させ、黒字転換を目指して

まいります。 

  

 該当事項はありません。 

④収益力の回復

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成22年12月31日)

当連結会計年度
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2 1,772,799 ※2 2,187,898

売掛金 1,021,499 728,632

有価証券 － 24,688

製品 628,489 －

商品及び製品 － 746,313

仕掛品 37,330 184,338

原材料及び貯蔵品 3,505 3,960

繰延税金資産 147,494 226,859

短期貸付金 250,000 －

外国為替取引顧客区分管理信託 8,431,000 10,146,000

差入保証金 2,504,056 635,653

支払差金勘定 2,529,904 2,492,675

その他 305,281 1,056,674

貸倒引当金 △34,679 △12,325

流動資産合計 17,596,683 18,421,368

固定資産

有形固定資産

建物 54,750 215,200

減価償却累計額 △21,223 △49,549

建物（純額） 33,526 ※2 165,650

車両運搬具 11,155 11,604

減価償却累計額 △8,989 △10,838

車両運搬具（純額） 2,166 765

工具、器具及び備品 550,605 571,118

減価償却累計額 △259,925 △424,323

工具、器具及び備品（純額） 290,679 146,794

土地 － ※2 407,979

建設仮勘定 13 15,000

有形固定資産合計 326,385 736,189

無形固定資産

のれん 4,630 ※7 －

ソフトウエア 69,198 84,718

その他 2,234 2,234

無形固定資産合計 76,063 86,953

投資その他の資産

投資有価証券 ※1 305,905 ※1 395,122

繰延税金資産 98,596 42,664

その他 237,568 269,649

貸倒引当金 △39,930 △90,145

投資その他の資産合計 602,140 617,290

固定資産合計 1,004,589 1,440,433

資産合計 18,601,272 19,861,801
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成22年12月31日)

当連結会計年度
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 910,425 916,285

短期借入金 － 60,000

1年内返済予定の長期借入金 3,996 ※2, ※4 188,696

1年内償還予定の社債 － ※2 66,800

未払金 341,970 353,836

未払法人税等 462,519 9,534

賞与引当金 5,817 5,388

返品調整引当金 3,497 285

外国為替受入証拠金 10,886,660 12,394,945

オプション負債 106,679 32,300

資産除去債務 － 18,000

その他 399,226 416,912

流動負債合計 13,120,793 14,462,984

固定負債

社債 － ※2 99,800

長期借入金 ※3 107,844 ※2 538,148

繰延税金負債 58,260 73,595

関係会社整理損失引当金 10,328 10,328

負ののれん － ※7 6,792

固定負債合計 176,432 728,664

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※5 33 －

特別法上の準備金合計 33 －

負債合計 13,297,259 15,191,648

純資産の部

株主資本

資本金 2,090,287 2,090,287

資本剰余金 1,400,941 1,416,788

利益剰余金 2,391,392 1,663,688

自己株式 △352,133 △377,558

株主資本合計 5,530,487 4,793,206

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △106,143 △19,301

繰延ヘッジ損益 △63,271 △32,300

為替換算調整勘定 △88,482 △98,884

その他の包括利益累計額合計 △257,897 △150,487

少数株主持分 31,423 27,432

純資産合計 5,304,013 4,670,152

負債純資産合計 18,601,272 19,861,801
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

売上高

商品及び製品売上高 － 6,839,648

製品売上高 5,510,986 －

金融収益 4,586,915 2,752,517

売上高合計 10,097,902 9,592,166

売上原価 4,834,885 6,423,430

売上総利益 5,263,016 3,168,735

返品調整引当金繰入額 3,497 285

返品調整引当金戻入額 4,027 3,497

差引売上総利益 5,263,545 3,171,947

販売費及び一般管理費

役員報酬 309,376 212,118

給料及び賞与 457,468 531,773

広告宣伝費 873,516 712,784

運賃 52,844 87,569

貸倒引当金繰入額 9,730 6,733

賞与引当金繰入額 1,336 5,388

業務委託費 326,298 367,767

研究開発費 ※1 2,139 2,090

その他 1,664,197 1,492,402

販売費及び一般管理費合計 3,696,908 3,418,627

営業利益又は営業損失（△） 1,566,637 △246,680

営業外収益

受取利息及び配当金 7,107 11,177

為替差益 45,090 －

雑収入 12,526 16,968

営業外収益合計 64,724 28,146

営業外費用

支払利息 6,800 10,651

持分法による投資損失 3,501 32,846

社債発行費 － 3,017

為替差損 － 2,685

貸倒引当金繰入額 － 22,978

雑損失 7,867 19,114

営業外費用合計 18,170 91,293

経常利益又は経常損失（△） 1,613,191 △309,827
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
 至 平成23年12月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※2 1 －

関係会社株式売却益 － 63,135

投資有価証券売却益 ※3 3,320 －

関係会社整理損失引当金戻入額 94 －

立退料 21,364 －

負ののれん発生益 27,391 －

違約金収入 － 7,500

その他 － 6,846

特別利益合計 52,172 77,481

特別損失

固定資産除却損 ※4 83,043 122

固定資産売却損 ※5 202 －

投資有価証券評価損 ※6 4,736 125,893

投資有価証券売却損 ※7 3,910 4,973

役員退職慰労金 － 70,000

減損損失 － ※8 134,468

たな卸資産廃棄損 6,277 －

損害補償損失 － 142,192

和解金 10,000 10,627

前期損益修正損 363 －

その他 1,777 26,860

特別損失合計 110,311 515,138

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

1,555,053 △747,483

法人税、住民税及び事業税 604,265 5,213

過年度法人税等 42,773 －

法人税等調整額 83,186 △53,383

法人税等合計 730,224 △48,170

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △699,313

少数株主利益 20,858 5,684

当期純利益又は当期純損失（△） 803,970 △704,998
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 連結包括利益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △699,313

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 86,841

繰延ヘッジ損益 － 30,970

為替換算調整勘定 － △10,401

その他の包括利益合計 － ※2 107,410

包括利益 － ※1 △591,903

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △597,588

少数株主に係る包括利益 － 5,684
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（３）連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,067,229 2,090,287

当期変動額

新株の発行 23,058 －

当期変動額合計 23,058 －

当期末残高 2,090,287 2,090,287

資本剰余金

前期末残高 1,567,423 1,400,941

当期変動額

新株の発行 23,058 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △189,540 △57,992

その他 － 73,840

当期変動額合計 △166,482 15,847

当期末残高 1,400,941 1,416,788

利益剰余金

前期末残高 1,587,422 2,391,392

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） 803,970 △704,998

その他 － △22,705

当期変動額合計 803,970 △727,703

当期末残高 2,391,392 1,663,688

自己株式

前期末残高 △350,278 △352,133

当期変動額

自己株式の取得 △1,854 －

その他 － △25,424

当期変動額合計 △1,854 △25,424

当期末残高 △352,133 △377,558

株主資本合計

前期末残高 4,871,796 5,530,487

当期変動額

新株の発行 46,116 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △189,540 △57,992

当期純利益又は当期純損失（△） 803,970 △704,998

自己株式の取得 △1,854 －

その他 － 25,710

当期変動額合計 658,691 △737,280

当期末残高 5,530,487 4,793,206
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △57,353 △106,143

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△48,790 86,841

当期変動額合計 △48,790 86,841

当期末残高 △106,143 △19,301

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △45,417 △63,271

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△17,853 30,970

当期変動額合計 △17,853 30,970

当期末残高 △63,271 △32,300

為替換算調整勘定

前期末残高 △86,484 △88,482

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,998 △10,401

当期変動額合計 △1,998 △10,401

当期末残高 △88,482 △98,884

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △189,255 △257,897

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△68,642 107,410

当期変動額合計 △68,642 107,410

当期末残高 △257,897 △150,487

少数株主持分

前期末残高 38,050 31,423

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,626 △3,990

当期変動額合計 △6,626 △3,990

当期末残高 31,423 27,432
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

純資産合計

前期末残高 4,720,591 5,304,013

当期変動額

新株の発行 46,116 －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 △189,540 △57,992

当期純利益又は当期純損失（△） 803,970 △704,998

自己株式の取得 △1,854 －

その他 － 25,710

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,269 103,419

当期変動額合計 583,422 △633,860

当期末残高 5,304,013 4,670,152

プラネックスホールディング㈱（6784）　平成23年12月期　決算短信

-21-



（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

1,555,053 △747,483

減価償却費 226,177 206,179

のれん償却額 12,911 21,490

持分法による投資損益（△は益） 3,501 32,846

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,099 28,133

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,325 △429

返品調整引当金の増減額（△は減少） △529 △3,212

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △12,646 －

受取利息及び受取配当金 △7,107 △11,177

支払利息 6,800 10,651

社債発行費 － 3,017

減損損失 － 134,468

為替差損益（△は益） △5,573 5,921

前期損益修正損益（△は益） 363 －

損害補償損失 － 142,192

投資有価証券売却損益（△は益） 590 4,973

関係会社株式売却損益（△は益） － △63,135

有形固定資産売却損益（△は益） 201 －

有形固定資産除却損 42,256 122

無形固定資産除却損 40,787 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,736 125,893

たな卸資産廃棄損 6,277 －

負ののれん発生益 △27,391 －

和解金 10,000 10,627

売上債権の増減額（△は増加） △286,413 261,287

たな卸資産の増減額（△は増加） △296,605 △266,524

仕入債務の増減額（△は減少） 265,457 8,286

未払金の増減額（△は減少） △2,808 1,152

外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は
増加）

△8,431,000 △1,715,000

外国為替差入証拠金の増減額（△は増加） 7,667,011 －

外国為替受入証拠金の増減額（△は減少） 3,825,356 1,508,285

支払差金勘定の増減額（△は増加） △1,546,772 37,228

その他の資産・負債の増減額 456,105 △445,339

小計 3,513,514 △709,544

利息及び配当金の受取額 6,151 12,862

利息の支払額 △6,800 △9,735

和解金の支払額 △10,000 △11,055

損害補償損失の支払額 － △119,400

法人税等の支払額 △226,020 △763,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,276,844 △1,600,134
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △100,047 △520,000

定期預金の払戻による収入 － 135,272

投資有価証券の取得による支出 △20,832 △60,000

投資有価証券の売却による収入 37,091 3,862

出資金の払込による支出 △70 －

有形固定資産の取得による支出 △286,889 △584,884

有形固定資産の売却による収入 2 －

無形固定資産の取得による支出 △57,385 △162,683

短期貸付金の増減額（△は増加） △250,000 250,000

差入保証金の差入による支出 △2,504,056 －

差入保証金の回収による収入 － 1,868,403

敷金の回収による収入 28,577 3,011

敷金の差入による支出 － △10,022

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

※2 △16,852 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ 52,555

関係会社株式の取得による支出 △59,514 △123,951

関係会社出資金の払込による支出 △16,188 －

その他 △26,444 3,390

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,272,609 854,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入 － 196,982

社債の償還による支出 － △33,400

短期借入金の純増減額（△は減少） △150,000 60,000

長期借入れによる収入 － 650,000

長期借入金の返済による支出 △3,996 △34,996

配当金の支払額 △186,121 △57,746

株式の発行による収入 44,049 －

自己株式の取得による支出 △1,854 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △297,923 780,840

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,053 △5,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △313,741 30,371

現金及び現金同等物の期首残高 1,951,268 1,637,527

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,637,527 ※1 1,667,898
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 該当事項はありません。 

  

  

 
  

（５）継続企業の前提に関する注記

（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22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23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 ８社

 プラネックスコミュニケーションズ株

式会社 

PLANEX COMMUNICATIONS INC.（台湾) 

プラネックスフォースシステムズ株式

会社 

株式会社MJ 

プラネックスロジスティック株式会社 

プラネックスバイオ株式会社 

プラネックス証券株式会社 

PLANEX VIETNAM.CO.,LTD.

  当連結会計年度より、プラネックス

証券株式会社(旧社名：JAIC証券株式

会社)を平成22年４月７日において株

式を取得したことから、平成22年４月

１日をみなし取得日として新たに連結

の範囲に含めております。 

 当連結会計年度より、新たに設立し

たPLANEX VIETNAM CO.,LTD.を連結の

範囲に含めております。

(1) 連結子会社の数 ７社

 プラネックスコミュニケーションズ株

式会社 

PLANEX COMMUNICATIONS INC.（台湾) 

プラネックスフォースシステムズ株式

会社 

株式会社外為ジャパン 

プラネックスロジスティック株式会社 

プラネックスデザイン株式会社 

PLANEX VIETNAM.CO.,LTD.

  従来、連結子会社であったプラネッ

クス証券株式会社は、保有株式売却に

伴い当連結会計年度より連結の範囲か

ら除外致しました。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

  主要な非連結子会社

 株式会社オールグリーン・ネットワー

クス 

普拉耐科斯貿易(上海)有限公司  

 

  (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 USA INC.(ア

メリカ)につきましては、当連結会計

年度において、外部第三者に全株式を

譲渡致しました。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

  主要な非連結子会社

 普拉耐科斯貿易(上海)有限公司  

PT.MENARA MAS INVESTINDO 

 

  (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（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22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

２ 持分法の適用に関する

事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社数  

              １社  

株式会社オールグリーン・ネットワー

クス 

当連結会計年度より、株式会社オール

グリーン・ネットワークスの株式を取

得したことから、新たに持分法適用会

社としております。 

 

(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 

普拉耐科斯貿易(上海)有限公司  

   

(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 USA INC.(ア

メリカ)につきましては、当連結会計

年度において、外部第三者に全株式を

譲渡致しました。

(1) 持分法を適用した非連結子会社数  

              ０社  

 なお、前連結会計年度において持分

法適用非連結子会社であった株式会社

オールグリーン・ネットワークスは、

保有株式の売却に伴い当連結会計年度

より持分法の適用範囲から除外致しま

した。 

 

(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 

普拉耐科斯貿易(上海)有限公司  

PT.MENARA MAS INVESTINDO 

ビスタポイントテクノロジー株式会

社   

  

(持分法を適用しない理由) 

 持分法非適用会社は、それぞれ当期

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

性がないため、持分法の適用範囲から 

除外致しました。

３ 連結子会社の事業年度

等に関する事項

 連結子会社のうち、決算日の異なる会

社は株式会社MJ及び、プラネックス証券

株式会社であり、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及び、プラネックス証券株式会

社については連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用しており

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。

 連結子会社のうち、決算日の異なる会

社は株式会社外為ジャパンであり、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

式会社外為ジャパンについては連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。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22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23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

準および評価方法
イ 有価証券

その他有価証券

イ 有価証券

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)

   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（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。

   時価のないもの

同左

ロ デリバティブ

  時価法によっております。

ハ たな卸資産

  評価基準については、原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）に

よっております。 

製品：移動平均法を採用しておりま

す。 

仕掛品：移動平均法を採用しておりま

す。 

原材料及び貯蔵品：移動平均法を採用

しております。

ロ デリバティブ

同左

ハ たな卸資産

  評価基準については、原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）に

よっております。 

商品及び製品：移動平均法を採用して

おります。 

仕掛品：移動平均法を採用しておりま

す。 

原材料及び貯蔵品：移動平均法を採用

しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

 (2) 重要な原価償却資産

の減価償却方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

  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（リース資産を除く）

 定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物 10年～15年

車両運搬具 ２年～４年

工具、器具及び備品 ５年～８年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

  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。 

  また、市場販売目的のソフトウ 

 ェアについては、見込販売数量に 

 基づく償却額と見込販売可能有効 

 期間(３年)に基づく定額法のいず 

 れか大きい額を償却する方法によ 

 っております。

 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（リース資産を除く）

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。 
 なお、主な耐用年数は次のとおりであ
ります。

ソフトウェア  ５年  

ハ リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、 

 残存価額を零とする定額法を採用 

 しております。 

  なお、所有権移転外ファイナン 

 ス・リースのうち、リース取引開 

 始日が平成20年12月31日以前のリ 

 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。

ハ リース資産

同左

 (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

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および返 

 品に伴い発生する廃棄損相当額を 

 計上しております。

ニ 関係会社整理損失引当金 

  関係会社の整理に伴う損失に備え 

 るため、関係会社の財政状態を勘案 

 して計上しております。

ハ 返品調整引当金

同左 

  

 

  

 

 

ニ 関係会社整理損失引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日)

 (4) 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。

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 

       (通貨オプション取引) 

 ヘッジ対象・・・外貨建仕入債務等

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。

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。

イ ヘッジ会計の方法 

        同左 

  

 

  

 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

   

ハ ヘッジ方針

 外貨建仕入債務等の為替変動リスクを

減殺する目的で行っております。

ニ ヘッジの有効性評価の方法

同左

 (5) のれんの償却方法及

び償却期間

５年間で均等償却しております。 同左

 (6) 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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項目
前連結会計年度

(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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

(1)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。

(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

府例第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ーを相手方とす

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ーを相

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。

(4)連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。

(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

同左 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

(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

 連結子会社である株式会社外為ジャパ

ン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

パーティー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。

(4)連結納税制度の適用 

        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。

―――――
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（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

会計方針の変更

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

①顧客を相手方とする外国為替証拠金取引の会計処理 

 平成21年８月１日に施行された「金融商品取引業等

に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」に基づ

き、平成22年２月１日より、顧客から店頭外国為替証

拠金取引の証拠金として預託された金銭は、金融商品

取引法第43条の３第１項並びに金融商品取引業等に関

する内閣府令第143条第１項第１号に定める金銭信託

（顧客区分管理信託）により、自己の固有財産と区分

して管理しなければならず、店頭外国為替証拠金取引

に係る顧客の証拠金の区分管理の方法は、信託会社又

は信託業務を営む金融機関への金銭信託へと一本化さ

れております。

―――――

②「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基

準」(企業会計基準第21号平成20年12月26日)、「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26

日)を適用しております。 

 なお、この適用により当連結会計年度において「負

ののれん発生益」27,391千円を特別利益に計上してお

ります。

―――――

――――― 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計

基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31日)及び
「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会
計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用して
おります。

これにより、当連結会計年度の営業損失、経常損失
及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ13,200千円増
加しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

(連結貸借対照表)

①前連結会計年度における「外国為替差入証拠金」に

相当する金額のうち、平成21年８月１日に施行された

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正す

る内閣府令」に基づき、平成22年２月１日より、顧客

から店頭外国為替証拠金取引の証拠金として預託され

た金銭を、自己の固有財産と区分して管理することと

なったため、当連結会計年度より、これを「外国為替

取引顧客区分管理信託」として独立掲記し、その他は

流動資産の「差入保証金」及び「現金及び預金」に含

めて記載しております。

②前連結会計年度において独立掲記しておりました投

資その他の資産の「差入保証金」(当連結会計年度350

千円)は、総資産の5/100以下であるため、当連結会計

年度においては投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しております。 

 

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、商品在庫及び製品在庫を

「製品」として表示しておりましたが、事業展開の多

様化・複合化によって、従来の区分表示では実態を表

さなくなったことから、当連結会計年度では「商品及

び製品」として表示しております。

――――― (連結損益計算書関係)

①当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計

基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基

づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平

成21年３月24日 内閣府令第５号)を適用し、「少数

株主損益調整前当期純損失」の科目で表示しておりま

す

②前連結会計年度において売上高は「製品売上高」と

して表示しておりましたが、事業展開の多様化・複合

化によって、従来の区分表示では実態を表さなくなっ

たことから、当連結会計年度では「商品及び製品売上

高」として表示しております。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

 連結貸借対照表の表示の変更に伴い、各科目の表示

を変更しております。

―――――

【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

―――――  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）

を適用しております。ただし、「その他の包括利益時

累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連

結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評

価・換算差額等合計」の金額を記載しております。
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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22年12月31日)

当連結会計年度 
(平成23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） 47,458千円

投資有価証券（出資金） 16,188千円

※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） 150,273千円

投資有価証券（出資金） 16,188千円

 

 

※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 35,272千円

 (2) 担保に係る債務

リース債務 17,839千円
 

 

※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 520,000千円

建物 125,593千円

土地 407,979千円

 (2) 担保に係る債務

１年内返済予定の長期借

入金
137,200千円

１年内償還予定の社債 66,800千円

社債 99,800千円

長期借入金 512,800千円

    なお、 連結子会社である株式会社外為ジャパン

の店頭外国為替証拠金等取引に関連して生じる債

務に関し、金融機関が行っている支払承諾契約に

基づく債務保証に対する担保として、上記定期預

金の内450,000千円を差し入れております。

※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 １年内返済予定の長期借入金のうち、劣後特約付

のものは、47,500千円であります。

※５ 特別法上の準備金を規定した法令の条項は次のと

おりであります。 

金融商品取引責任準備金・・・金融商品取引法第

46条の５

―――――

※６ 偶発債務 ―――――

    株式会社エス・エス・アイ・トリスターは、平

成20年６月６日付けで、当社の連結子会社である

プラネックスフォースシステムズ株式会社（旧社

名：アメリカンメガトレンド）を被告とする売掛

金代金支払請求訴訟を東京地方裁判所へ提起しま

した。 

 これは、株式会社エス・エス・アイ・トリスタ

ーが平成17年10月１日に株式会社トリスターと締

結した商品売買契約に基づく売買代金の残額

12,898千円とこれに対する平成20年５月１日以降

の遅延利息の支払請求権を、株式会社トリスター

を平成19年12月17日に吸収合併したプラネックス

フォースシステムズ株式会社に対して有するもの

と主張し請求しているものです。 

 平成23年３月９日に東京地方裁判所において、

和解が成立しましたが、詳細は(重要な後発事象)

に記載しております。

――――― ※７ のれんと負ののれんは相殺表示しております。

のれん 40,102千円

負ののれん △46,894千円

 差引 △6,792千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおり

であります。

一般管理費 2,139千円

―――――

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

 工具、器具及び備品           1千円

―――――

 

※３ 投資有価証券売却益の内容は、次のとおりであり

ます。

株式会社あおぞら銀行 3,320千円

―――――

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

長期前払費用 102千円

工具、器具及び備品 42,256千円

ソフトウエア 40,684千円

   計 83,043千円

―――――

※５ 固定資産売却損は次のとおりであります。

工具、器具及び備品    202千円

―――――

※６ 投資有価証券評価損は、次のとおりであります。

クアトロネット株式会社 2,563千円

株式会社エムログ 200千円

株式会社ネコ・パブリッシング 1,973千円

   計 4,736千円

―――――

※７ 投資有価証券売却損の内容は、次のとおりであり

ます。

Fund of Pre-REITS Ⅰ 937千円

積水ハウス株式会社 1,680千円

ラックホールディングス株式会社 43千円

北川精機株式会社 925千円

株式会社T&Dホールディングス 324千円

   計 3,910千円

―――――

――――― ※８ 連結子会社であったプラネックス証券株式会社に

おいて、当初計画していた収益の獲得が見込めなく

なったため、のれんの全額16,561千円を特別損失に

計上しております。

   また、事業動向を踏まえ将来の収益性の不確実性

が高いソフトウェアを減損し、117,907千円を特別損

失に計上しております。

プラネックスホールディング㈱（6784）　平成23年12月期　決算短信

-33-



  

当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

  

※１  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

※２  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

前連結会計年度(自  平成22年１月１日  至  平成22年12月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要) 

発行済株式の株式数の増加945株は、新株予約権の権利行使による増加であります。 

  

２  自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

 普通株式の自己株式の株式数の増加62株は、取締役会決議により取得したものであります。 

  

３  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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 

 
  

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 735,327千円

少数株主に係る包括利益 20,858千円

計 756,185千円

その他有価証券評価差額金 △48,790千円

繰延ヘッジ損益 △17,853千円

為替換算調整勘定 △1,998千円

計 △68,642千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

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) 95,630 945 - 96,575

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) 9,957 62 - 10,019

決議 株式の種類
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 85,673 1,000.00 平成21年12月31日 平成22年３月29日

平成22年８月２日 
取締役会

普通株式 103,867 1,200.00 平成22年６月30日 平成22年９月13日

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23年３月25日 
定時株主総会

普通株式 資本剰余金 57,992 670.00 平成22年12月31日 平成23年３月28日
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当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

１  発行済株式に関する事項 

   
  

２  自己株式に関する事項 

 
  

３  配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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 

 
  

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) 96,575 - - 96,575

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) 10,019 - - 10,019

決議 株式の種類
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23年３月25日 
定時株主総会

普通株式 57,992 670.00 平成22年12月31日 平成23年３月28日

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24年３月28日 
定時株主総会

普通株式 資本剰余金 86,556 1,000.00 平成23年12月31日 平成24年３月29日
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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22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23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 1,772,799千円

有価証券勘定に含まれるMMF等 ─ 千円

    計 1,772,799千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △135,272千円

現金及び現金同等物 1,637,527千円
 

※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 2,187,898千円

   計 2,187,898千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △520,000千円

現金及び現金同等物 1,667,898千円

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の内訳

 株式の取得により新たにプラネックス証券株式会

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、並びにプラネックス証券株式の取得価額と

取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであ

ります。

流動資産 229,214千円

固定資産 3,180千円

のれん 22,081千円

流動負債 △3,941千円

固定負債 ─ 千円

特別法上の準備金 △33千円

少数株主持分 △11,420千円

 プラネックス証券株式会社株式 

 の取得価額
239,080千円

プラネックス証券株式会社の現金

及び現金同等物
△222,227千円

差引：プラネックス証券株式会社

の株式取得のための支出(純額)
16,852千円

―――――
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   当連結会計年度(自  平成23年１月１日  至  平成23年12月31日) 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会に

おいて経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社は、「情報通信・ネットワーク関連製品事業」、「店頭外国為替証拠金取引等事業」及び「自動

車流通事業」の３つを主に行っており、それぞれの事業ごとに開発、販売計画を作成し、包括的な事業

戦略の立案、意思決定を行っており、上記を報告セグメントとしております。 

「情報通信・ネットワーク関連製品事業」は、パソコン周辺機器、無線LANルータ等のネットワーク

機器、ゲーム関連機器、ソフトウェアの開発・製造・販売・保守、広域無線ネットワークシステムの導

入支援サービスを行っております。 

「店頭外国為替証拠金取引等事業」は、店頭外国為替証拠金取引サービス、外貨両替取引サービスの

提供を行っております。 

「自動車流通事業」は、国内の中古車販売、輸出及び自動車整備事業を行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市

場実績価格に基づいております。 

  

(セグメント情報)
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 
 (注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設計ソリューション事業、SI事業

     及び証券業を含んでおります。 

    2．調整額は以下のとおりであります。 

     (1)セグメント利益の調整額223,777千円は、主として当社（連結財務諸表提出会社）に係る損益であり 

       ます。 

     (2)セグメント資産の調整額1,288,747千円にはセグメント間の債権の相殺消去等△811,464千円、各報告セグ

       メントに帰属しない全社資産が2,150,899千円含まれております。全社資産は、主に当社での余資運用資 

       金（現金及び有価証券）及び管理部門に係る資産であります。 

     (3)セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

当連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

本邦の売上高及び有形固定資産の金額が、連結損益計算書の売上高及び連結貸借対照表の有形固定資産

合計の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

  

 (単位：千円)

報告セグメント

その他
（注1）

合計
調整額 
（注2）

連結財務諸表
計上額 
（注3）

情報通信・
ネットワー
ク関連製品

事業

店頭外国為
替証拠金取
引等事業

自動車流通
事業

計

売上高

  外部顧客へ
の売上高

4,467,524 2,751,467 2,372,123 9,591,116 1,050 9,592,166 - 9,592,166

  セグメント
間の内部売上
高又は振替高

83,898 - 107 84,005 104,726 188,732 △188,732 -

計 4,551,422 2,751,467 2,372,230 9,675,121 105,776 9,780,898 △188,732 9,592,166

セグメント利
益 又 は 損 失
（△）

△527,070 32,082 34,586 △460,401 △10,056 △470,458 223,777 △246,680

セグメント資
産

2,501,648 15,806,874 216,114 18,524,637 48,415 18,573,053 1,288,747 19,861,801

セグメント負
債

1,768,948 13,035,818 46,250 14,851,018 1,513 14,852,532 339,116 15,191,648

その他の項目

  減価償却費 25,452 156,278 1,804 183,536 3,264 186,800 19,378 206,179

 有形固定資
産及び無形固
定資産の増加
額
 

33,702 42,271 2,030 78,004 3,892 81,896 695,966 777,863

(関連情報)
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３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。 

  

当連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

 （追加情報） 

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
情報通信・ネットワ
ーク関連製品事業

店頭外国為替証拠金
取引等事業

自動車流通
事業

計

減損損失 - 117,907 - - 16,561 134,468

(報告セグメントごとののれん及び負ののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(単位：千円)

報告セグメント

その他 合計
情報通信・ネットワ
ーク関連製品事業

店頭外国為替証拠
金取引等事業

自動車流通
事業

計

（のれん）

当期償却額 3,097 42,981 - 46,079 2,208 48,287

当期末残高 6,195 33,907 - 40,102 - 40,102

（負ののれん）

当期償却額 - 26,797 - 26,797 - 26,797

当期末残高 - 46,894 - 46,894 - 46,894

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注)1．算定上の基礎 

(注)2．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ませ                 

     ん。 

１．１株当たり純資産額 

 
  

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期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 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

 
１株当たり純資産額 60,915円36銭

 
１株当たり純資産額 53,638円33銭

 
１株当たり当期純利益 9,329円77銭 １株当たり当期純損失金額（△） △8,145円00銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      -

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、行
使価額が市場価額を上回っており希薄化効果がないた
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金額について
は、行使価額が市場価額を上回っており希薄化効果が
ないため、記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 5,304,013 4,670,152

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 31,423 27,432

    （うち少数株主持分）（千円） (31,423) (27,432)

普通株式にかかる純資産額（千円） 5,272,589 4,642,719

普通株式の発行済株式数（株） 96,575 96,575

普通株式の自己株数（株） 10,019 10,019

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）

86,556 86,556

項目
前連結会計年度

(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年１月１日
至 平成23年12月31日)

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△） 9,329円77銭 △8,145円00銭

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 803,970 △704,998

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）

803,970 △704,998

 普通株式の期中平均株式数（株） 86,172 86,556

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 - -

 当期純利益調整額（千円） - -

 普通株式増加数（株） - -

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756個)

-
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①代表者の異動 

    代表取締役会長 久保田 克昭（現 当社代表取締役社長） 

    代表取締役社長 池上 宏（現 当社取締役副社長） 

②その他の役員の異動 

    １．新任取締役候補 

    取締役 富樫 憲太郎（現 当社管理本部長） 

    ２．新任補欠監査役候補 

    補欠監査役 小林 弘明（現 Ｂ．ポジティヴ法律事務所 代表） 

    補欠監査役 市川 悌二（現 当社取締役） 

該当事項はありません。 

(重要な後発事象)

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
  至 平成22年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
  至 平成23年12月31日)

１．係争事件の解決

訴訟の詳細は、「注記事項(連結貸借対照表関係) 

５偶発債務」に記載しております。 

 本訴訟に関しては、平成23年３月９日に東京地方裁

判所において成立した和解の要旨は、次のとおりであ

ります。

・プラネックスフォースシステムズ株式会社は解決

金9,000千円を平成23年４月28日を期限として、

株式会社エス・エス・アイ・トリスターに支払う

こと。

・株式会社エス・エス・アイ・トリスター及びプラ

ネックスフォースシステムズ株式会社は、両社の

間には、本和解条項に定めるもののほか、何らの

債権債務がないことを相互に確認すること。

―――――

６．その他

（１）役員の異動

（２）その他
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