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第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 
(1) 連結経営指標等 

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 第12期において、平成17年８月19日付で普通株式１株につき５株の割合による株式の分割を行っておりま

す。 

３ 第13期中、第14期中及び第13期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、１株当たり中

間（当期）純損失を計上しているため記載をしておりません。 

４ 第13期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期

会計期間

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (千円) 2,331,097 1,992,631 1,700,170 4,208,785 4,088,139

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 425,761 △469,925 △178,369 346,946 △240,878

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) 304,735 △570,657 △159,883 100,185 △696,385

純資産額 (千円) 2,554,807 3,849,075 3,605,956 4,374,272 3,789,640

総資産額 (千円) 4,965,398 5,221,035 4,728,395 7,152,781 5,061,857

１株当たり純資産額 (円) 157,267.32 40,823.40 38,244.88 46,394.15 39,864.27

１株当たり中間(当期）
純利益又は中間(当期)
純損失(△)

(円) 20,385.04 △6,052.41 △1,695.73 1,226.49 △7,385.88

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

(円) 19,993.20 ─ ─ 1,112.54 ─

自己資本比率 (％) 51.5 73.7 76.3 61.2 74.3

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 342,681 △552,236 △80,727 △194,658 △828,965

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △235,304 △195,388 67,557 △87,673 △307,386

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 18,250 △19,500 △117,736 1,921,774 △34,500

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 798,815 1,547,899 1,042,025 2,322,644 1,158,142

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
150 
(17)

154
(31)

129
(24)

171 
(20)

138
(15)



(2) 提出会社の経営指標等 

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間(当期)純利益又は中間(当期)純損失」及び「潜在株式調整後１

株当たり中間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

３ 第12期において、平成17年８月19日付で普通株式１株につき５株の割合による株式の分割を行っておりま

す。 

４ 第13期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準委員会 企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

  

回次 第12期中 第13期中 第14期中 第12期 第13期

会計期間

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (千円) 1,745,613 1,162,645 1,262,570 2,971,861 2,303,200

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) 394,949 △380,038 6,853 516,766 △149,973

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) 316,623 △539,182 14,204 248,357 △385,503

資本金 (千円) 1,066,985 2,067,229 2,067,229 2,067,229 2,067,229

発行済株式総数 (株) 16,513 95,630.89 95,630.89 95,629.89 95,630.89

純資産額 (千円) 1,808,172 3,263,322 3,447,866 3,741,307 3,442,038

総資産額 (千円) 3,577,723 3,909,989 3,938,883 5,603,254 3,855,040

１株当たり配当額 (円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

自己資本比率 (％) 50.5 83.5 87.5 66.8 89.3

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
79 

(13)
87

(11)
63

(11)
99 

(12)
64

(10)



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

３【関係会社の状況】   

 
  

４【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

事業の種類別セグメントを記載していないため、部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。 

平成19年６月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年６月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

部門の名称 従業員数(名)

営業部門 25  ( 2)

技術部門 34  (12)

企画部門 22  (─)

管理部門 48  (10)

合計 129  (24)

従業員数(名)

63  (11)



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、金利上昇、資材価格や原油の高騰、社会保険料の負担

などの懸念材料はあるものの、好調な企業収益を受けて設備投資が引き続き増加しており、個人消費に

おいても雇用情勢の改善により底堅く推移し、総じて景気は順調に推移致しました。一方当社グループ

が属する情報通信ネットワーク市場においては、企業間の販売競争の激化や製品価格の低廉化が進み経

営環境は厳しさを増しました。  

 このような状況の中、当社グループではネットワーク機器の高速化やコンパクト化のみのデバイス技

術による展開だけではなく、「BitTorrent」等の新しいネットワーク技術やソフトウェアとの連携によ

りデバイスを高付加価値にした製品群の開発、製品化を行っております。特に有線／無線LAN製品で

は、ポータブルゲーム機や次世代家庭向けゲーム機のネットワーク機能へ対応した製品を相次いで発表

し、これらの製品は市場ニーズにマッチし好成績を上げております。また、情報端末化が加速する携帯

電話と連携した商品など、これまでにない新しいコンセプトの製品開発に積極的に取り組んでおりま

す。  

 さらに今後急速な拡大が予想される情報家電ネットワーク市場への早期参入を目的とし、平成19年5

月15日に情報家電向け組み込み型インターネットソフト分野大手の株式会社アクセスと包括ライセンス

契約を締結し、同社のDLNA対応機器向けミドルウェア「NetFrontLivingConnect」を搭載した情報家電

向けネットワーク機器の開発・販売を積極的に推進しております。これらの効果が業績に寄与するのは

下期以降からであると予想されます。  

 しかしながらソフトウェア事業では携帯電話内の個人情報を管理する「携帯万能17」や、名刺管理ソ

フト「名刺万能」のビジネスソフトの拡販を行ったものの、市場滞留在庫の返品処理、新商品の開発遅

延等を主因として販売計画を下回る結果となりました。  

 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14.7％減の1,700,170千円となりまし

た。連結経常損失は178,369千円（前年同損失469,925千円）、連結中間純損失は159,883千円（前年同

損失570,657千円）となりました。  

  

 所在地別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

日本 

日本における外部顧客に対する売上高は前年同期比19.2％減でありました。これは、商品群の充実を

図るも店頭での商品陳列競争が激化している上、単価下落に歯止めがかからなかったことによるもので

あります。インターネットユーザーの契約数は増加しているものの、インターネット接続機器のレンタ

ル、ソフトウェアの無償配布等により、エンドユーザーが直接購入する機会は減少しており、今後当社

の事業戦略としては、店頭販売に加え、エンドユーザーへの直接販売を拡大させる必要があります。今

後は従来主力としておりましたハードウェア、ソフトウェアに加え、ネットワーク関連商品群の充実を

図ってまいります。 

  

アジア及びその他地域 

アジア地域における販売先は堅調に拡大しており、外部顧客に対する売上高は前年同期比10.6％増と



なりました。これは、日本と海外市場の商品仕様が異なる上、開発期間が短期間であるため競合他社

の動向を充分にリサーチし、商品リリースのタイミングを図ることが困難であること、また日本と同

様、単価下落が顕著であることなどの厳しい状況を克服しつつあるためであります。 

今後は、アジア全域での安定した販売高を維持するとともに、ヨーロッパ地域、北欧地域における拡販

を図ってまいります。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ116,116千円減少し、当中間連結会計期間には、1,042,025千円となりました。  

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果減少した資金は80,727千円となりました。（前中間連結会計期間は552,236千円の減

少）主な内訳は、税金等調整前中間純損失187,830千円によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果増加した資金は67,557千円となりました。（前中間連結会計期間は195,388千円の減

少）主な内訳は、投資有価証券の売却によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果減少した資金は117,736千円となりました。（前中間連結会計期間は19,500千円の減

少）主な内訳は、社債の償還によるものであります。  

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社グループ製品の生産は、主に子会社PLANEX COMMUNICATIONS INC.(台湾）を通じ、台湾・中国等における生産

委託を行っているため、生産実績の記載は省略しております。 

  

(2) 製品仕入実績 

 
(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は、中間決算日（平成19年６月30日）の為替相場（１NTD＝3.75）により換算しております。 

  

(3) 受注状況 

当社グループは受注生産を行なっていないため、受注状況の記載は省略しております。 

  

(4) 販売実績 

 
(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は、中間決算日（平成19年６月30日）の為替相場（１NTD＝3.75）により換算しております。 

３ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対

する割合は次のとおりであります。 

 
  

区分 金額(千円) 前年同期比(％)

ネットワークプロダクト 1,093,982 4.4

インターネットシステムプロダクト 187,472 28.2

その他 64,444 △80.8

合計 1,345,898 △12.0

区分 金額(千円) 前年同期比(％)

ネットワークプロダクト 1,402,836 9.7

インターネットシステムプロダクト 207,445 37.3

その他 89,889 △84.0

合計 1,700,170 △14.7

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

ソフトバンクBB株式会社 421,844 21.2 273,054 16.1

ダイワボウ情報システム
株式会社

277,076 13.9 220,972 13.0



３【対処すべき課題】 

当社グループは、成長する企業への飛躍を目指して、「内部統制とコンプライアンス」を基本として

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

確保できない事業からの早期撤退および管理可能コストの削減」の４つに重点を置いて経営に当たってお

ります。 

  

（１）内部統制制度の強化及びコンプライアンスの重視 

金融商品取引法（日本版SOX法）に対応するための内部統制制度の再整備が当社の急務であります。ま

た、コンプライアンスについて全社一丸となって取り組み、法の秩序と社会的規範に従った経営を行って

いく方針であります。 

  

（２）高機能、低価格の魅力ある製品開発 

コア製品を絞り込み、経営資源の投入を集中的に行って、 高の品質の商品を、他社より安く、さらに

他社に先駆けて販売すること、さらに営業力の強化を目指して、開発、製造、販売、流通の各局面におけ

る改革を実行いたします。 

  

（３）グループ各社とのシナジー効果 

前連結会計年度にM&Aを通じてグループ化した技術力の高い各社との連携により、市場のニーズに迅速

に対応し、求められている製品をいち早く提供できるように体制を整え、戦略的なビジネス展開を図って

まいります。 

  

（４）採算性の確保できない事業からの早期撤退および管理可能コストの削減 

平成19年２月23日に発表いたしました「事業再構築に伴う特別利益、特別損失の計上並びに通期業績予

想の修正に関するお知らせ」のプレスリリースで開示したとおり、前連結会計年度末において、採算性の

確保できない事業について事業再構築損を特別損失として計上いたしました。今後は、採算性の確保ので

きない事業を早期に取締役会で判断することで無駄な支出を抑えてまいります。また、管理可能コストの

徹底した削減を図ってまいります。 

 

  

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。 

  

５【研究開発活動】 

当中間連結会計期間の研究開発活動は、特にネットワークを利用したエンターテイメントをより充実

させるための、新しいカテゴリの製品や機能を開発いたしました。 

 ブロードバンドルータ及びNAS（Network Attached Storage）にP2P（Peer to Peer）ファイルダウン

ロード機能、iTunes連携機能、DLNA（Digital Living Network Alliance）機能を搭載いたしました。 

 また、携帯電話接続に対応した、インターネット回線の障害時にも使用可能にしたブロードバンドル

ータや新しい無線の規格のDraft IEEE 802.11ｎに対応したブロードバンドルータの開発を行いまし

た。 

 こうした開発を担う当社の研究開発担当は17名で、当中間連結会計期間の研究開発費の人件費を除く

総額は13,067千円であります。  



  

  

機能別の主な製品名は次のとおりであります。 

 

［BRC-W14VG-SS］SIPゲートウェイ機能搭載 無線LANルータ  

［CQW-HPMM-ER］携帯電話接続対応 ハイパワー無線LANルータ  

［PSX-CV02］「ゲームリンクX」 ゲームパッドコンバータ 2ポート  

［PSX-CV01］「ゲームリンクX」 ゲームパッドコンバータ 1ポート  

［BN-3GA-CT］「通信充電万能」 au CDMA 1X WIN用 USB通信・充電ケーブル  

［BN-3GD-CT］「通信充電万能」 FOMA & SoftBank 3G用 USB通信・充電ケーブル  

［FX-05ST-G］「ゲームリンクX」10/100BASE スタンディングスイッチングハブ5ポート  

［FX-08ST-G］「ゲームリンクX」10/100BASE スタンディングスイッチングハブ8ポート  

［BN-3GD-T］「通信万能」 FOMA & SoftBank 3G用 USB通信ケーブル  

［BN-3GA-T］「通信万能」 au CDMA 1X WIN用 USB通信ケーブル  

［NAS-01G］1bay NAS  

［MZK-04G］BitTorrent対応 オールギガビット高速ダウンロードルータ  

［MZK-W04N］Draft IEEE 802.11n BitTorrent対応 オールギガビット高速ダウンロードルータ  

  



第３ 【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

   

２【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な異動はあ

りません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 
  

② 【発行済株式】 

 
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成19年９月１日以降提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基づき発行さ

れた新株引受権の行使を含む）により発行されたものは含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株）

普通株式 255,200

計 255,200

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年９月25日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 95,630.89 95,630.89
ジャスダック
証券取引所

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 95,630.89 95,630.89 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は、次のとおりであります。 

  

① 平成14年３月27日定時株主総会決議 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数 ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 864 864

新株予約権の行使時の払込金額(円) 122,208 122,208

新株予約権の行使期間
平成16年７月１日から
平成20年６月30日まで

平成16年７月１日から 
平成20年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    122,208
資本組入額      61,104

発行価格      122,208
資本組入額      61,104

新株予約権の行使の条件

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

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株引受権の譲渡、質入れそ
の他の処分及び相続は認めな
い。

同左

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。 該当事項はありません。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項

──── ────



旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

② 平成16年３月26日定時株主総会決議 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数(個) 409 409

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 2,045 2,045

新株予約権の行使時の払込金額(円) 48,800 48,800

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から
平成22年６月30日まで

平成18年７月１日から 
平成22年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     48,800
資本組入額     24,400

発行価格      48,800 
資本組入額     24,400

新株予約権の行使の条件

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

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他の処分及び相続は認めな
い。

同左

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。 該当事項はありません。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項

──── ────



③ 平成17年３月30日定時株主総会決議 

 
  

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数(個) 1,151 1,151

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 5,755 5,755

新株予約権の行使時の払込金額(円) 152,000 152,000

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成23年６月30日まで

平成19年７月１日から 
平成23年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格     152,000
資本組入額     76,000

発行価格      152,000
資本組入額     76,000

新株予約権の行使の条件

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

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入れそ
の他の処分及び相続は認めな
い。

同左

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。 該当事項はありません。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項

───── ─────



(3) 【ライツプランの内容】 

  該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 
（注）平成19年３月28日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本 

    剰余金及び欠損補てんのためのその他利益剰余金への振替であります。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年６月30日現在 

 
（注）上記のほか、自己株式を1,344.89株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合1.41％）所有しております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増加額又は減
少額(△） 
(千円)

資本準備金 
残高 
(千円)

平成19年５月１日 ― 95,630.89 ― 2,067,229 △1,185,701 516,807

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合（％）

久保田 克昭 東京都世田谷区 35,655 37.28

ドリームイメージズ有限会社 東京都世田谷区代沢5-5-6 17,300 18.09

中村 満 神奈川県川崎市 3,394 3.54

丸山 宏之 兵庫県川西市 777 0.81

株式会社松栄 東京都台東区浅草橋1-21-1 700 0.73

日本証券金融株式会社(業務口） 東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 642 0.67

鈴木 裕子 神奈川県横浜市 445 0.47

池田 成人 愛媛県今治市 390 0.40

柳澤 保志 北海道札幌市 382 0.39

マネックス証券株式会社自己 東京都千代田区丸の内1-11-1 368 0.38

計 － 60,053 62.80



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年６月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年６月30日現在 

 
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式   1,344 
―

株主としての権利内容に制
限のない、標準となる株式

完全議決権株式(その他)  
普通株式  94,286 94,286 同上

端株 普通株式    0.89  ― ―

発行済株式総数 95,630.89  ― ―

総株主の議決権 ― 94,286 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
プラネックスコミュニケー
ションズ株式会社

東京都渋谷区東３丁目16番
３号 エフ・ニッセイ恵比
寿ビル２階

1,344 ― 1,344 1.41

計 ― 1,344 ― 1,344 1.41



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 
(注) 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所のものであります。 

  

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動は次のとおりでありま

す。 

(1) 新任役員 

    該当ありません。 

  

(2) 退任役員 

 
  

(3) 役職の異動 

  該当ありません。 

  

月別 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

高(円) 35,500 34,500 40,100 34,200 31,600 31,250

低(円) 31,000 29,200 31,550 26,950 25,000 28,000

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ─ Masahiro Morimoto 平成19年６月30日

取締役 経営企画室長 小松 孝彰 平成19年８月31日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18

年６月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の中間連結財

務諸表並びに前中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）及び当中間会計期間（平成

19年１月１日から平成19年６月30日まで）の中間財務諸表について、東陽監査法人により中間監査を受け

ております。 

  

  

  



１【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,536,409 1,056,025 1,145,661

 ２ 売掛金 773,499 840,193 1,151,107

 ３ 有価証券 25,490 ─ 26,481

 ４ たな卸資産 566,247 711,634 535,383

 ５ オプション資産 72,117 373,903 346,513

 ６ その他 140,674 111,974 148,150

  貸倒引当金 △29,995 △23,356 △28,925

  流動資産合計 3,084,443 59.1 3,070,376 64.9 3,324,371 65.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 137,729 52,957 49,426

 ２ 無形固定資産

  (1) 連結調整勘定 258,293 ─ ─

  (2) 営業権 109,920 ─ ─

  (3) のれん ─ 41,230 70,069

  (4) その他 106,444 474,658 31,398 72,628 42,515 112,584

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 1,340,932 1,321,360 1,389,614

  (2) その他 183,721 211,079 185,859

    貸倒引当金 △450 1,524,203 △6 1,532,433 ─ 1,575,473 31.1

  固定資産合計 2,136,592 40.9 1,658,019 35.1 1,737,485 34.3

  資産合計 5,221,035 100.0 4,728,395 100.0 5,061,857 100.0



前中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 585,912 591,276 585,602

 ２ 短期借入金 ─ 1,873 4,597

 ３ １年以内 
   償還予定の社債

30,000 30,000 145,000

 ４ 未払法人税等 8,614 10,894 10,759

 ５ 賞与引当金 26,856 24,351 10,094

 ６ 返品調整引当金 44,538 25,989 53,808

 ７ 繰延税金負債 40,130 40,713 48,650

 ８ 為替予約 8,144 ─ ─

 ９ その他 158,570 216,759 239,961

  流動負債合計 902,767 17.3 941,858 19.9 1,098,473 21.7

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 160,000 30,000 30,000

 ２ 繰延税金負債 134,498 150,580 143,731

 ３ 役員退職慰労引当金 173,499 ─ ―

 ４ その他 1,194 ─ 12

  固定負債合計 469,192 9.0 180,580 3.8 173,743 3.4

  負債合計 1,371,960 26.3 1,122,438 23.7 1,272,216 25.1



  
前中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,067,229 39.6 2,067,229 43.7 2,067,229 40.8

 ２ 資本剰余金 1,997,846 38.3 1,612,342 34.1 1,997,846 39.5

 ３ 利益剰余金 △262,690 △5.0 △162,198 △3.4 △387,818 △7.7

 ４ 自己株式 △68,875 △1.3 △68,875 △1.5 △68,875 △1.4

   株主資本合計 3,733,511 71.5 3,448,499 72.9 3,608,383 71.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

38,418 0.7 62,920 1.3 61,847 1.2

 ２ 繰延ヘッジ損益 ※３ 58,494 1.1 59,344 1.3 70,912 1.4

 ３ 為替換算調整勘定 18,650 0.3 35,191 0.7 17,499 0.4

   評価・換算差額等 
   合計

115,564 2.2 157,457 3.3 150,259 3.0

Ⅲ 少数株主持分 ― ─ ─ 30,997 0.6

   純資産合計 3,849,075 73.7 3,605,956 76.3 3,789,640 74.9

   負債純資産合計 5,221,035 100.0 4,728,395 100.0 5,061,857 100.0



②【中間連結損益計算書】 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18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 1,992,631 100.0 1,700,170 100.0 4,088,139 100.0

Ⅱ 売上原価 1,393,786 69.9 1,141,263 67.1 2,595,027 63.5

   売上総利益 598,844 30.1 558,907 32.9 1,493,112 36.5

   返品調整引当金 
   繰入額

44,538 2.2 25,989 1.5 53,808 1.3

   返品調整引当金 
   戻入額

△103,625 △5.1 △53,808 △3.1 △87,664 △2.1

   差引売上総利益 657,931 33.0 586,726 34.5 1,526,967 37.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬及び 
   従業員給与・賞与

345,946 284,116 662,373

 ２ 広告宣伝費 38,250 22,287 61,536

 ３ 運賃 49,409 49,402 91,097

 ４ 貸倒引当金繰入額 15,386 ─ 22,906

 ５ 賞与引当金繰入額 23,164 21,427 16,891

 ６ 役員退職慰労 
   引当金繰入額

10,020 ─ ─

 ７ 研究開発費 59,580 13,067 101,849

 ８ 業務委託費 139,657 118,143 254,298

 ９ その他 435,174 1,116,590 56.0 408,946 917,389 53.9 928,555 2,139,510 52.3

   営業損失 458,658 △23.0 330,662 △19.4 612,542 △15.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息配当金 24,624 10,026 42,601

 ２ 投資有価証券売却益 ― 28,473 48,520

 ３ 為替差益 38,340 68,667 91,252

 ４ オプション評価益 ― 45,002 224,966

 ５ 雑収入 9,999 72,964 3.7 7,764 159,934 9.3 36,787 444,128 10.9

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 631 546 1,306

 ２ 投資有価証券売却損 283 ─ ─

 ３ オプション評価損 38,526 ─ ─

 ４ 持分法による 
   投資損失

41,669 ─ 62,494

 ５ 雑損失 3,119 84,231 4.2 7,094 7,640 0.4 8,664 72,465 1.8

   経常損失 469,925 △23.6 178,369 △10.5 240,878 △5.9



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18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   ─ ─ 308

 ２ 貸倒引当金戻入益  ─ 5,379
 

─

 ３ 役員退職慰労 
   引当金戻入益

2,377 ─ 165,856

 ４ 投資有価証券売却益 19,448 ─ ─

 ５ 前期製品評価損修益 ─ ─ 24,745

 ６ 債務免除益 3,637 ─ ─

 ７ 前期損益修正益 5,293 ─ 5,332

 ８ 前期事業 
   再構築損修正益

─ 30,757 1.5 12,500 17,879 1.1 ─ 196,243 4.8

Ⅶ 特別損失

 １ 有形固定資産 
   除売却損

※１ 16 ─ 4,694

 ２ 投資有価証券評価損 9,337 ─ 23,993

 ３ 子会社整理損 ※３ ─ ─ 9,751

 ４ 事業再構築損 ※４ ─ ─ 215,528

 ５ 減損損失 ※５ ─ ─ 118,166

 ６ 持分法による 
   投資損失

※２ 70,235 ─ 70,235

 ７ 違約金 33,468 ─ 33,468

 ８ のれん償却額 ※６ ─ 20,424 144,300

 ９ 前期損益修正損 7,000 120,056 6.0 6,916 27,340 1.6 7,000 627,138 15.3

   税金等調整前中間 
   (当期)純損失

559,224 △28.1 187,830 △11.0 671,774 △16.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

11,130 7,987 21,342

   法人税等調整額 302 11,433 0.6 △4,937 3,050 0.2 3,268 24,610 0.6

   少数株主損失 ─ 30,997 1.8 ─

   中間(当期)純損失 570,657 △28.6 159,883 △9.4 696,385 △17.0



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18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17年12月31日残高(千円) 2,067,229 2,456,891 △151,077 △68,875 4,304,168

中間連結会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し △459,044 459,044 ―

 中間純損失（△） △570,657 △570,657

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円)
― △459,044 △111,612 ― △570,657

平成18年６月30日残高(千円) 2,067,229 1,997,846 △262,690 △68,875 3,733,511

評価・換算差額等

純資産合計その他 

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

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

中間連結会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し ―

 中間純損失（△） △570,657

 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)
1,704 58,494 △14,739 45,459 45,459

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円)
1,704 58,494 △14,739 45,459 △525,197

平成18年６月30日残高(千円) 38,418 58,494 18,650 115,564 3,849,075



当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

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

中間連結会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し △385,503 385,503 ─

 中間純損失（△） △159,883 △159,883

 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)
─ △385,503 225,620 ─ △159,883

平成19年６月30日残高(千円) 2,067,229 1,612,342 △162,198 △68,875 3,448,499

評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計その他 

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

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

中間連結会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し ─

 中間純損失（△） △159,883

 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)
1,073 △11,567 17,691 7,197 △30,997 △23,799

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円)
1,073 △11,567 17,691 7,197 △30,997 △183,683

平成19年６月30日残高(千円) 62,920 59,344 35,191 157,457 ─ 3,605,956



前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高(千円) 2,067,229 2,456,891 △ 151,077 △ 68,875 4,304,168

連結会計年度中の変動額

 資本準備金取崩 △ 459,044 459,044 ―

 連結子会社の株式交換に伴う 

 持分変動による減少  
△ 9,631 △ 9,631

 持分法適用会社の減少に伴う 

 増加  
10,231 10,231

 当期純損失（△） △ 696,385 △ 696,385

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)
― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
― △ 459,044 △ 236,740 ― △ 695,785

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

評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計その他 

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

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

連結会計年度中の変動額

 資本準備金取崩 ―

 連結子会社の株式交換に伴う 

 持分変動による減少
△ 9,631

  持分法適用会社の減少に伴う 

 増加
10,231

 当期純損失（△） △ 696,385

 株主資本以外の項目の 

 連結会計年度中の変動額(純額)
25,133 70,912 △ 15,890 80,155 30,997 111,153

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
25,133 70,912 △ 15,890 80,155 30,997 △ 584,632

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



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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18年１月１日
至 平成18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(当期) 
   純損失(△)

△559,224 △187,830 △671,774

   減価償却費 23,191 14,836 48,738

   減損損失 ― ─ 118,166

   営業権償却額 15,492 ─ ―

   連結調整勘定償却額 34,439 ─ ―

   のれん償却額 ― 28,838 244,094

   持分法による投資損失 111,905 ─ 132,729

   貸倒引当金の増減額 
   (△は減少)

15,382 △5,757 14,042

   賞与引当金の増減額 
   (△は減少)

15,807 14,064 △1,157

   役員退職慰労引当金の 
   増減額 
   (△は減少)

7,642 ─ △165,856

   返品調整引当金の増減額 
   (△は減少)

△59,087 △27,819 △49,816

   受取利息及び受取配当金 △24,624 △10,026 △42,601

   支払利息 631 546 1,306

   事業再構築損 ― ─ 111,103

   為替差益 △2,732 1,069 △14,821

   オプション評価益 38,526 △45,002 △224,966

   子会社整理損 ― ─ 9,751

   投資有価証券売却益 △19,164 △28,473 △48,520

   有形固定資産除売却損 16 ─ 4,385

   投資有価証券評価損 9,337 ─ 23,993

   売上債権の増減額 
   (△は増加)

1,184,559 323,230 852,289

   たな卸資産の増減額 
   (△は増加)

△115,860 △173,477 △81,155

   仕入債務の増減額 
   (△は減少)

△966,280 △6,440 △985,320

   未払金の増減額 
   (△は減少)

△162,467 △24,420 △83,391

      未払消費税等の増加額 
   (△は減少)

610 △7,141 4,113

   その他の資産負債の増減額 
   (△は減少)

△103,781 25,319 △26,038

    小計 △555,683 △108,483 △830,707

   利息及び配当金の受取額 42,530 28,504 49,954

   利息の支払額 △631 △546 △1,306

   法人税等の支払額 △38,451 △201 △46,906

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△552,236 △80,727 △828,965



前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   定期預金の純増減額 5,000 ─ 5,000

   投資有価証券の 
   取得による支出

△354,255 △333,332 △653,184

   投資有価証券の 
   売却による収入

129,755 426,876 375,064

   出資金の払戻 
   による収入

─
9,364

─

   有形固定資産の 
   取得による支出

△3,266 △11,348 △23,059

   有形固定資産の 
   売却による収入

343 ─ 819

   無形固定資産の 
   取得による支出

△929 △2,300 △10,253

   営業権の 
   取得による支出

△5,412 ─ ―

   のれんの取得による支出 ― ─ △33,412

   短期貸付金の増減額 35,000 ─ 35,000

   株式交換による 
   子会社資金の受入額

― ─ 11,869

   敷金保証金の 
   増加による支出

― △21,701 △10,873

   その他 △1,623 ─ △4,357

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△195,388 67,557 △307,386

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入による増減額 ― △2,736 ―

   短期借入金の 
   返済による支出

△4,500 ─ △4,500

   社債の償還による支出 △15,000 △115,000 △30,000

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△19,500 △117,736 △34,500

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△7,619 14,788 6,349

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額(△は減少)

△774,744 △116,116 △1,164,502

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

2,322,644 1,158,142 2,322,644

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

1,547,899 1,042,025 1,158,142



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

――――― 当社グループは、前連結会計年度

まで４期連続して営業損失および３

期連続して営業キャッシュ・フロー

がマイナスの状況であります。また

当中間連結会計期間におきましても

同様でありました。こうした状況か

ら前連結会計年度より当社グループ

には継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。 

 この状況に対し、当社グループは

営業損益の黒字化および営業キャッ

シュ・フローのプラス化への対処を

行っており、その概要は次のとおり

であります。 

 

１．第14期連結会計年度の取り組みに

ついて

 第14期連結会計年度に入りまし

て、平成19年2月20日の取締役会に

おいて「第14期通期予算計画」の修

正決議を行い、当社グループ全体の

販売管理費につきましては、昨年に

新たにインプローブ・ネットワーク

ス株式会社を連結会社としたことを

加味した上で経費の大幅な削減を行

う事に致しました。 

 第14期連結会計年度の売上につき

ましても、高い利益率を確保できる

事業に集中的に会社の資源を投入す

る事により、新製品の開発を積極化

し販売を拡大させていく方針であり

ます。また既存の販売ルート以外の

新規顧客を開拓する事でも売上を拡

大させていく方針であります。さら

に、第13期連結会計年度に連結会社

となったインプローブ・ネットワー

クス株式会社と株式会社アメリカン

メガトレンドによるシナジー効果に

より、新製品の共同開発を積極的に

展開していく方針であります。 

 これらの施策により、当中間連結

会計期間におきましては、特に販売

費及び一般管理費が前中間連結期間

比199,200千円減の917,389千円とな

る等の効果があらわれ、営業キャッ

シュ・フローは中間連結会計期間比

471,508千円改善し△80,727千円と

なりました。 

 

当社グループは、４期連続して営

業損失および３期連続して営業キャ

ッシュ・フローがマイナスの状況で

あります。こうした状況から当社グ

ループには継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しております。 

 この状況に対し、当社グループは

営業損益の黒字化および営業キャッ

シュ・フローのプラス化への対処を

行っており、その概要は次のとおり

であります。 

 

 

 

 

１．第13期連結会計年度までの取り組

みについて

当社グループは、第13期連結会計

年度におきまして、事業再構築損、

子 会 社 整 理 損 等 の 特 別 損 失 を

627,138千円計上し、不採算で今後

当社の業績に影響を与える事業およ

び商品について全て撤退、廃棄し整

理いたしました。それにより当社の

限られた資源について高い利益率を

確保できる事業に集中することがで

き、新製品の開発を積極化すること

で先行者利益を得られる体制となり

ました。また、第13期連結会計年度

下半期において、月次レベルの販売

管理費の大幅な圧縮をしておりま

す。第4四半期には、売上および売

上総利益についても改善傾向になり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

―――――
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．運転資金について
 当社グループは当中間連結会計期
間末に1,128,390千円の売却可能な
投資有価証券があり、これらを現金
化することにより運転資金につきま
しても万全の体制を整えており事業
の継続性に問題はありません。 
 
 中間連結財務諸表は継続企業を前
提として作成されており、上記のよ
うな重要な疑義の影響を中間連結財
務諸表には反映しておりません。

２．第14期連結会計年度の取り組みに
ついて

第14期連結会計年度に入りまし
て、平成19年2月20日の取締役会に
おいて「第14期通期予算計画」の修
正決議を行い、当社グループ全体の
販売管理費につきましては、昨年新
たにインプローブ・ネットワークス
株式会社を連結会社としたことを加
味した上で経費の大幅な削減を行う
ことにいたしました。 
 第14期連結会計年度の売上につき
ましても、高い利益率を確保できる
事業に集中的に会社の資源を投入す
ることにより、新製品の開発を積極
化し販売を拡大していく方針であり
ます。また既存の販売ルート以外の
新規顧客を開拓することでも売上を
拡大させていく方針であります。ま
た、第13期連結会計年度に連結会社
となったインプローブ・ネットワー
クス株式会社と株式会社アメリカン
メガトレンドによるシナジー効果に
より、新製品の共同開発を積極的に
展開していく方針であります。 
 
３．運転資金について

当社グループは第13期会計年度末
に1,222,981千円の売却可能な投資
有価証券があり、これらを現金化す
ることにより運転資金につきまして
も万全の体制を整えており事業の継
続性に問題はありません。 
  
 連結財務諸表は、継続企業を前提
として作成されており、このような
重要な疑義の影響を連結財務諸表に
は反映しておりません。

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

(1) 連結子会社の数 ３社

主要な連結子会社名

PLANEX COMMUNICATIONS 

INC.(台湾)

株式会社アメリカンメガ

トレンド

株式会社トリスター 

 

(1) 連結子会社の数 ４社

主要な連結子会社名

PLANEX COMMUNICATIONS 

INC.(台湾)

株式会社アメリカンメ

ガトレンド

株式会社トリスター

インプローブ・ネット

ワークス株式会社

(1) 連結子会社の数４社

主要な連結子会社名

PLANEX COMMUNICATIONS 

INC.(台湾)

株式会社アメリカンメ

ガトレンド

株式会社トリスター

インプローブ・ネット

ワークス株式会社

 

     ────

 

     ────

  

  インプローブ・ネット

ワークス株式会社につき

ましては、連結子会社で

ある株式会社アメリカン

メガトレンドが、平成18

年11月13日にインプロー

ブ・ネットワークス株式

会社の全発行株式3,800

株を株式交換により取得

いたしました。しかしな



 
  

がら平成18年12月31日をみ

なし取得日としたため、

当連結会計年度は連結貸

借対照表上のみ連結対象

としております。

 

(2) 主要な非連結子会社

の名称

主要な非連結子会社

PLANEX  COMMUNICATIONS 

PTE LTD.(シンガポール)

RedSIP Inc.

 

(2) 主要な非連結子会社

の名称

主要な非連結子会社

PLANEX COMMUNICATIONS 

PTE  LTD.(シンガポー

ル)

PLANEX 

COMMUNICATIONS USA 

Inc.(アメリカ)

   

 

(2) 主要な非連結子会社

の名称

主要な非連結子会社

PLANEX COMMUNICATIONS 

PTE  LTD.(シンガポー

ル)

RedSIP Inc.



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

(連結の範囲から除いた理

由) 

 非連結子会社は、いず

れも小規模であり、総資

産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う

額)等は、いずれも中間

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。

(連結の範囲から除いた理

由)

同左

(連結の範囲から除いた理

由) 

 非連結子会社は、いず

れも小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に

見合う額)等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないた

めであります。なお、

RedSIP,Inc.は平成18年

12月7日に事業を閉鎖し

ております。

２ 持分法の適用に関

する事項

(1) 持分法を適用した関連

会社数 １社 

  SUSTEEN Inc.

(1) 持分法を適用した関連

会社数

────

(1) 持分法を適用した関連

会社数 １社

SUSTEEN Inc.

 

    ────

 

    ──── 

 

 

 SUSTEEN,Inc.は、当社の

支配権が従前から及ばない

ため当連結会計年度末よ

り、持分法の適用から除外

しております。

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等の名

称 

 PLANEX COMMUNICATIONS 

 PTE LTD.(シンガポール) 

 RedSIP Inc.

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等の名

称 

 PLANEX COMMUNICATIONS 

 PTE LTD.(シンガポール)

 PLANEX COMMUNICATIONS 

 USA.Inc(アメリカ)

(2) 持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連会

社のうち主要な会社等の名

称 

PLANEX COMMUNICATIONS   

 PTE LTD.(シンガポール) 

 RedSIP Inc.

(持分法を適用しない理由) 

 持分法を適用していない

非連結子会社は、それぞれ

中間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。

(持分法を適用しない理由) 

     同左

(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。

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

 すべての連結子会社の中

間期の末日は中間連結決算

日と一致しております。

 同左  すべての連結子会社等の

決算日は連結決算日と一致

しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

４ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

有価証券

 満期保有目的の債券

   償却原価法(定額法)

を採用しております。

有価証券 

 満期保有目的の債券  

同左

有価証券 

 満期保有目的の債券  

同左

 その他有価証券

  時価のあるもの

    中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法を採用しておりま

す。

   (評価差額は、全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定)

    ただし、複合金融

商品でデリバティブ

部分と債権部分の区

分ができないものに

ついては、全体を時

価評価し、評価差額

を損益に計上してお

ります。

その他有価証券

  時価のあるもの

       同左

  

    

   

       

その他有価証券

  時価のあるもの

    決算日の市場価格

等に基づく時価法を

採用しております。

   (評価差額は、全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定)

    ただし、複合金融

商品でデリバティブ

部分と債権部分の区

分ができないものに

ついては、全体を時

価評価し、評価差額

を損益に計上してお

ります。

    

時価のないもの

 移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

 なお、投資事業有

限責任組合及びそれ

に類する組合への出

資(証券取引法第２

条第２項により有価

証券とみなされるも

の)の持分は、出資

金額を資産に計上す

る方法を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

デリバティブ

時価法によっておりま

す。

デリバティブ

同左

デリバティブ

同左

たな卸資産

製品、商品、原材料、貯

蔵品

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

たな卸資産

製品、商品、原材料、貯

蔵品

同左

たな卸資産

製品、商品、原材料、貯

蔵品

同左



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

有形固定資産

提出会社は、建物(附属

設備を除く)については定

額法、その他については定

率法によっております。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。 

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

建物及び構築物 10～15年 

工具器具備品  ２～15年 

車両運搬具   ４～５年

有形固定資産 

     同左

有形固定資産 

     同左

 

無形固定資産

提出会社においては、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(５年)に基づく定

額法によっております。

 

無形固定資産

提出会社においては、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(５年)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。

 

無形固定資産

提出会社においては、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(５年)に基づく定

額法によっております。

(3) 重要な繰延資産

の処理方法

―――― ―――― 新株交付費

 支払時に全額費用処理し

ております。

(4) 重要な引当金の

計上基準

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。 

 

貸倒引当金 

     同左

貸倒引当金 

     同左

賞与引当金 

 提出会社においては、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。 

 

賞与引当金 

     同左

賞与引当金 

     同左

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、返品見込額の

売買利益相当額及び返品に

伴い発生する廃棄損相当額

を計上しております。

返品調整引当金 

     同左

返品調整引当金 

     同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

(4) 重要な引当金の

計上基準

役員退職慰労引当金 

 役員への退職慰労金支給

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給見積額を

計上しております。

    ──── 役員退職慰労引当金 

 (追加情報の注記） 

 提出会社は従来、役員へ

の退職慰労金支給に備える

ため、役員退職慰労金規定

に基づく要支給額を計上し

てきましたが、取締役会決

議に基づく同規定の廃止に

伴い、今後役員退職慰労金

の支給が発生しないことか

ら役員退職慰労引当金を取

り崩すこととしました。こ

の変更に伴い、特別利益に

役員退職慰労金引当金戻入

益165,856円を計上してお

ります。

(5) 重要なヘッジ会

計の方法

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。

ヘッジ会計の方法 

     同左

ヘッジ会計の方法 

     同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引(為

替予約取引等)

 ヘッジ対象

外貨建仕入債務等

ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左

ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左

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。

ヘッジ方針 

     同左

ヘッジ方針 

     同左

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。

ヘッジの有効性評価の方法 

     同左

ヘッジの有効性評価の方法 

     同左

(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。

消費税等の会計処理 

     同左

消費税等の会計処理 

     同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フ ロ ー 計 算

書)における資金

の範囲

 中間連結キャッシュ・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  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。



会計処理の変更 

 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

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)

(固定資産の減損に係る会計基準) ────  (固定資産の減損に係る会計基準）  

当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。 

 これにより税金等調整前当期純損失

は339,446千円増加しております。

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等) 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

──── (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等) 

 当連結会計年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

なお、従来の「資本の部」の合計

に 相当する金額は3,790,580千円で

あります。  

  なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は3,687,730千円であり

ます。  

 中間連結財務諸表規則の改正によ

る貸借対照表の表示に関する変更は

以下のとおりであります。  

１  前中間連結会計期間における

「資本の部」は、当中間連結会計期

間から「純資産の部」となり、「純

資産の部」は「株主資本」及び「評

価・換算差額等」に分類して表示し

ております。

 この改正による貸借対照表の表示に

関する変更は以下のとおりでありま

す。  

１  前連結会計年度における「資本

の部」は、当連結会計年度から「純資

産の部」となり、「純資産の部」は

「株主資本」及び「評価・換算差額

等」に分類して表示しております。

２ 前中間連結会計期間において独

立掲記しておりました「資本金」、

「資本剰余金」及び「利益剰余金」

は、当中間連結会計期間においては

「株主資本」の内訳科目として表示

しております。

２ 前連結会計年度において独立掲記

しておりました「資本金」、「資本剰

余金」及び「利益剰余金」は、当連結

会計年度においては「株主資本」の内

訳科目として表示しております。

３ 前中間連結会計期間において

「利益剰余金」の次に表示しており

ました「その他有価証券評価差額

金」は、当中間連結会計期間から

「評価・換算差額等」の内訳科目と

して表示しております。

３ 前連結会計年度において「利益剰

余金」の次に表示しておりました「そ

の他有価証券評価差額金」は、当連結

会計年度から「評価・換算差額等」の

内訳科目として表示しております。



 
  

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

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)

４ 前中間連結会計期間において

「負債の部」に表示しておりました

「繰延ヘッジ利益」は、当中間連結

会計期間から税効果調整後の金額を

「評価・換算差額等」の内訳科目の

「繰延ヘッジ損益」として表示して

おります。 

 なお、前中間連結会計期間の繰延

ヘッジ利益について、当中間連結会

計期間と同様の方法によった場合の

金額は40,614千円であります。 

──── ４ 前連結会計年度において「負債

の部」に表示しておりました「繰延

ヘッジ利益」は、当連結会計年度か

ら税効果調整後の金額を「評価・換

算差額等」の内訳科目の「繰延ヘッ

ジ損益」として表示しております。 

 なお、前連結会計年度の繰延ヘッ

ジ利益について、当連結会計年度と

同様の方法によった場合の金額は

88,938千円であります。 

５ 前中間連結会計期間において

「その他有価証券評価差額金」の次

に表示しておりました「為替換算調

整勘定」は、当中間連結会計期間か

ら「評価・換算差額等」の内訳科目

として表示しております。

５ 前連結会計年度において「その

他有価証券評価差額金」の次に表示

しておりました「為替換算調整勘

定」は、当連結会計年度から「評

価・換算差額等」の内訳科目として

表示しております。

(ストック・オプション等に関する

会計基準等)

──── (ストック・オプション等に関する

会計基準等)

 当中間連結会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号）

及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準適用指針第11号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 当連結会計年度から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号）及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第11号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

(役員賞与に関する会計基準) 

 当中間連結会計期間から「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第4号)を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

──── (役員賞与に関する会計基準) 

 当連結会計年度から「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第4号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。



前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

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)

(自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正)

──── (自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正)

 当中間連結会計期間から、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 終改正平成17年12月27

日 企業会計基準第１号）及び「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 終改正平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針第２

号）を適用しております。 

  当連結会計年度から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 終改正平成18年８月11日 

企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準委員会 終改正平成18年８月11

日 企業会計基準適用指針第２号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正による中間連結貸借対照表の表示

に関する変更は以下のとおりであり

ます。 

 前中間連結会計期間において資本

に対する控除項目として「資本の

部」の末尾に表示しておりました

「自己株式」は、当中間連結会計期

間から「株主資本」に対する控除項

目として、「株主資本」の末尾に表

示しております。

  なお、この改正による連結貸借対

照表の表示に関する変更は以下のと

おりであります。 

 前連結会計年度において資本に対

する控除項目として「資本の部」の

末尾に表示しておりました「自己株

式」は、当連結会計年度から「株主

資本」に対する控除項目として、

「株主資本」の末尾に表示しており

ます。

(株主資本等変動計算書に関する会

計基準等) 

──── (株主資本等変動計算書に関する会

計基準等) 

 当中間連結会計期間から、「株主

資本等変動計算書に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第６号）

及び「株主資本等変動計算書に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準適用指針第９号）を適用

しております。

 当連結会計年度から、「株主資本

等変動計算書に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第６号）及び

「株主資本等変動計算書に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第９号）を適用して

おります。

 中間連結財務諸表規則の改正によ

り、当中間連結会計期間から「中間

連結株主資本等変動計算書」を作成

しております。

 この改正により、当連結会計年度

から「連結株主資本等変動計算書」

を作成しております。 

 また、前連結会計年度まで作成し

 また、前中間連結会計期間まで作

成しておりました「中間連結剰余金

計算書」は、本改正により廃止さ

れ、当中間連結会計期間からは作成

しておりません。

ておりました「連結剰余金計算書」

は、本改正により廃止され、当連結

会計年度からは作成しておりませ

ん。

 （減価償却方法） 

 当中間連結会計期間より、法人税

の改正（（所得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３月30日法律第

6号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号））に伴い、平成19年４

月１日以降取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく方法

により変更しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

 



表示方法の変更 

 
  

追加情報 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

―――――――― （中間連結貸借対照表）
前中間連結会計期間まで「営業権」及び「連結調整

勘定」として表示されていたものは、「のれん」とし
て表示しております。 
 なお当中間連結会計期間の「営業権」、「連結調整
勘定」の額はそれぞれ3,788千円、37,441千円でありま
す。 
 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）
前中間連結会計期間まで「営業権償却額」及び「連

結調整勘定償却額」と表示されていたものは、「のれ
ん償却額」として表示しております。 
 なお、当中間連結会計期間の「営業権償却額」及び
「連結調整勘定償却額」の額はそれぞれ541千円、
28,297千円であります。

前中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

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)

 一部のネットワーク構築サービス

については、取引に係る債権債務は

総額で表示していますが、売上高に

ついては、「情報サービス産業にお

ける監査上の諸問題について」（平

成17年３月 日本公認会計士協会IT

業界における特殊な取引検討プロジ

ェクトチーム報告）及び「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関する

実務上の取扱い」（平成18年３月

企業会計基準委員会 実務対応報告

第17号）における収益の総額表示に

ついての会計上の考え方に基づき、

外部からの仕入高30,208千円と相殺

して表示しています。

 ──────  一部のネットワーク構築サービス

については、取引に係る債権債務は

総額で表示していますが、売上高に

ついては、「情報サービス産業にお

ける監査上の諸問題について」（平

成17年３月 日本公認会計士協会IT

業界における特殊な取引検討プロジ

ェクトチーム報告）及び「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関する

実務上の取扱い」（平成18年３月 

企業会計基準委員会 実務対応報告

第17号）における収益の総額表示に

ついての会計上の考え方に基づき、

外部からの仕入高30,208千円と相殺

して表示しています。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産

減価償却累計額 145,257千円

※１ 有形固定資産

減価償却累計額 128,215千円

※１ 有形固定資産

減価償却累計額 118,977千円

※２ 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）

72,888千円

※２ 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

※２ 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

※３ 繰延ヘッジ損益の相殺前残高

は以下のとおりであります。

繰延ヘッジ利益 63,324千円

繰延ヘッジ損失 4,830千円

       

    ────

    

    ────



(中間連結損益計算書関係) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産除売却損の内訳 ─────  ※１ 有形固定資産除却損は次の

とおりであります。

 

船舶 7千円

車両 8千円

計 16千円

 
 
 
 

 
 

工具器具備品 4,694千円

※２ 持分法による投資損失（特別

損失）は、持分法適用関連会社の

連結調整勘定相当額等の減損処理

を行ったことによる損失でありま

す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６ 特別損失ののれん償却額

は、株式会社トリスターののれん

について、資産価値の毀損を認識

し平成19年６月末残高を全額償却

したものであります。 

 資産価値の毀損を認識した経緯

としましては、当初予想と異なる

業績の低迷、さらには、利益計画

に基づき現在価値について検討を

行った結果、残存償却期間で計算

した将来キャッシュ・フローでは

資産価値を補うに至らなかったこ

とによるものであります。 

 

※２ 持分法による投資損失（特別

損失）は、SUSTEEN,Inc.株式に対

する投資有価証券について連結調

整勘定相当額を減損処理したこと

によるものであります。 

※３ 子会社整理損は、子会社

RedSIP,Inc.が平成18年12月7日に

事業を閉鎖したことによるもので

あります。 

 

※４ 事業再構築損は、一部の開発

プロジェクトの事業継続が著しく

困難または全く見込みがなくなっ

たこと等の理由により、その中止

を決定したことによる損失であり

ます。 

 

※５ 減損損失は、株式会社アメリ

カンメガトレンドと株式会社トリ

スターのそれぞれの営業権92,500

千円、25,666千円について、期末

日時点で資産価値の毀損を認識

し、全額減損処理を行ったことに

よるものであります。 

 資産評価の毀損を認識した経緯

としましては、当初想定していた

収益が見込めなくなったことか

ら、資産価値の再評価を行った結

果によるものであります。

※６ 特別損失ののれん償却額は、

株式会社アメリカンメガトレンド

ののれんについて、資産価値の毀

損を認識し平成18年12月末残高を

全額償却したものであります。 

 資産価値の毀損を認識した経緯

としましては、当初予想と異なる

業績の低迷、さらには、利益計画

に基づき現在価値について検討を

行った結果、残存償却期間で計算

した将来キャッシュ・フローでは

資産価値を補うに至らなかったこ

とによるものであります。 

 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

旧商法第280条ノ第19第１項の規定に基づく、当社取締役及び従業員に対する新株引受権の行使によるものであ

ります。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成14年新株引受権の減少は、権利行使によるものであります。 

平成16年及び平成17年新株予約権の減少は、権利の消滅によるものです。 

３ 平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

  普通株式（株）         95,629.89 1 ―        95,630.89

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

  普通株式（株）           1,344.89 ― ―           1,344.89

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株)
当中間連結会
計期間末残高

(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

―

提出会社

平成13年新株引受権 普通株式 215 ― ─ 215 ―

平成14年新株引受権 普通株式 927 ― 1 926 ―

平成16年新株予約権 普通株式 2,305 ― 55 2,250 ―

平成17年新株予約権 普通株式 11,515 ― 4,460 7,055 ―

合計 14,962 ― 4,516 10,446 ―



当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成13年及び平成14年新株引受権の減少は、権利の消滅によるものであります。 

平成17年新株予約権の減少は、権利の消滅によるものであります。 

３ 平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

  普通株式（株）        95,630.89 ― ―    95,630.89

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

  普通株式（株）          1,344.89 ― ― 1,344.89

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株)
当中間連結会
計期間末残高

(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結
会計期間末

―

提出会社

平成13年新株引受権 普通株式 195 ─ 195 ─ ―

平成14年新株引受権 普通株式 901 ─ 37 864 ―

平成16年新株予約権 普通株式 2,045 ─ ─ 2,045 ―

平成17年新株予約権 普通株式 6,270 ─ 515 5,755 ―

合計 9,411 ─ 747 8,664 ―



前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

旧商法第280条ノ第19第１項の規定に基づく、当社取締役及び従業員に対する新株引受権の行使によるものであ

ります。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成13年新株引受権の減少は権利の消滅によるものであります。 

平成14年新株引受権の減少のうち、１株は権利行使によるものであり、25株は権利の消滅によるもの 

であります。 

平成16年及び平成17年新株予約権の減少は、権利の消滅によるものであります。 

３ 平成17年新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

  普通株式（株）     95,629.89 1.00 ―    95,630.89

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

  普通株式（株）          1,344.89 ― ― 1,344.89

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株)
当連結会計
年度末残高 
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末
―

提出会社

平成13年新株引受権 普通株式 215 ─ 20 195 ―

平成14年新株引受権 普通株式 927 ─ 26 901 ―

平成16年新株予約権 普通株式 2,305 ─ 260 2,045 ―

平成17年新株予約権 普通株式 11,515 ─ 5,245 6,270 ―

合計 14,962 ─ 5,551 9,411 ―



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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

(平成18年６月30日現在) (平成19年６月30日現在) (平成18年12月31日現在)

現金及び預金勘定 1,536,409千円

有価証券勘定 25,490千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△14,000千円

現金及び 
現金同等物

1,547,899千円

現金及び預金勘定 1,056,025千円

有価証券勘定 ─ 千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△14,000千円

現金及び 
現金同等物

1,042,025千円

現金及び預金勘定 1,145,661千円

有価証券勘定 26,481千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△14,000千円

現金及び
現金同等物

1,158,142千円

―――― ――――

 

株式交換により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内

訳等 

 株式交換により新たにインプロー

ブ・ネットワークス株式会社を連結

したことに伴う連結開始時の資産及

び負債の内訳は次のとおりでありま

す。 

(1)連結開始時の資産及び負債の内訳

流動資産 42,215千円

固定資産 5,339千円

資産合計 47,554千円

流動負債 12,361千円

固定負債 12千円

負債合計 12,373千円



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18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 

 
  

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 
（注）当中間連結会計期間において減損処理を行い、投資有価証券評価損7,080千円を計上しております。 

なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した

場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮し

て必要と認められた額について減損処理を行っております。 

  

取得原価
(千円)

中間連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

(1) 株式 78,680 82,424 3,744

(2) 債券 281,860 267,987 △13,872

(3) その他 376,373 469,666 93,293

合計 736,913 820,078 83,164

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

満期保有目的の債券

非上場ユーロ円債 300,000

その他有価証券

非上場株式 8,216

投資事業組合出資金 165,240

計 473,456



当中間連結会計期間末(平成19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 

 
  

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 
  

取得原価
(千円)

中間連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

(1) 株式 125,990 142,568 16,577

(2) 債券 338,394 335,218 △3,175

(3) その他 547,762 650,604 102,841

合計 1,012,146 1,128,390 116,244

中間連結貸借対照表計上額
（千円）

その他有価証券

非上場株式 24,383

債券 1,244

投資事業組合出資金 158,458

子会社株式及び関連会社株式

 子会社株式 5,923

 関連会社株式 2,960

計 192,969



次へ 

前連結会計年度末(平成18年12月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

  

２ 時価のない主な有価証券の内容 

 
（注）当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損39,351千円を計上しております。 

  

取得原価
(千円)

連結貸借
対照表計上額(千円)

差額 
(千円)

(1) 株式 125,990 139,700 13,710

(2) 債券 212,895 209,184 △3,711

(3) その他 445,596 549,800 104,203

合計 784,480 898,684 114,202

連結貸借対照表計上額
（千円）

満期保有目的の債券

非上場ユーロ円債 300,000

その他有価証券

非上場株式 24,296

外貨建MMF 26,481

投資事業組合出資金 163,672

計 514,449



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18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 

 
(注) １ 時価の算定方法 

  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済時の円貨額が確定している外貨建金銭債

務で、中間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。 

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。 

  

当中間連結会計期間末(平成19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 

 
(注) １ 時価の算定方法 

  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済時の円貨額が確定している外貨建金銭債

務で、中間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。 

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。 

  

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

通貨オプション取引

買建

米ドル 326,167 229,523 △96,643

売建

米ドル △480,037 △262,539 217,498

合計 △153,870 △33,015 120,855

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

通貨オプション取引

買建

米ドル 224,184 305,760 81,575

売建

米ドル △250,175 △30,279 219,895

合計 △25,991 275,480 301,471



前連結会計年度末(平成18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 

 
(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。 

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済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。 

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。 

  

(ストック・オプション等関係) 

 該当事項はございません。 

  

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

通貨オプション取引

買建

米ドル 298,768 307,803 9,034

売建

米ドル △400,718 △77,325 323,393

合計 △101,950 230,478 332,428



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当社連結グループは、情報通信・ネット

ワーク関連製品の開発及び製造販売を行う単一事業を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報の記載は行って

おりません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の開発・購買部門等に係る人

件費であり、金額は29,692千円であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の開発・購買部門等に係る人

件費であり、金額は19,825千円であります。 

  

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,688,045 304,585 1,992,631 ― 1,992,631

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

84,271 1,033,234 1,117,506 (1,117,506) ―

計 1,772,316 1,337,820 3,110,137 (1,117,506) 1,992,631

営業費用 2,153,121 1,365,605 3,518,726 (1,067,436) 2,451,289

営業損失 380,804 27,785 408,589 50,069 458,658

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,363,348 336,822 1,700,170 ─ 1,700,170

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

25,011 1,044,291 1,069,302 ( 1,069,302) ─

計 1,388,360 1,381,113 2,769,473 ( 1,069,302) 1,700,170

営業費用 1,656,453 1,405,714 3,062,167 （ 1,031,333) 2,030,833

営業損失 268,093 24,600 292,694 37,968 330,662



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) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の開発・購買部門等に係る人

件費であり、金額は49,492千円であります。 

  

          

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,350,717 737,421 4,088,139 ― 4,088,139

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

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

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

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

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



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾、香港、韓国、タイ、シンガポール、イスラエル、スリランカ、ベトナム、 

アラブ首長国連邦 

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

トラリア、クウェート 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾、香港、タイ、シンガポール、イスラエル、スリランカ、アラブ首長国連邦、 

フィリピン、インド 

  その他………………イギリス、ポーランド、スウェーデン、アメリカ、ウクライナ、イタリア、カナダ、 

ブラジル、コロンビア 

              

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) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

  アジア………………台湾、香港、中国、韓国、タイ、シンガポール、スリランカ、イスラエル 

ベトナム、アラブ首長国連邦、フィリピン、インド、クウェート、トルコ、 

         サウジアラビア 

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

イタリア、ギリシャ、オランダ、ノルウェー、アメリカ、カナダ、ブラジル 

オーストラリア、ニューカレドニア、ポルトガル、コートジボアール共和国 

  

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 273,360 67,985 341,345

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,992,631

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

13.7 3.4 17.1

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 303,564 39,491 343,055

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 1,700,170

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

17.9 2.3 20.2

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 673,727 132,276 806,003

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,088,139

Ⅲ 連結売上高に占める海外
売上高の割合(％)

16.4 3.2 19.7



(１株当たり情報) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 40,823円40銭 １株当たり純資産額 38,244円88銭 １株当たり純資産額 39,864円27銭

１株当たり中間純損失 6,052円41銭 １株当たり中間純損失 1,695円73銭 １株当たり当期純損失  7,385円88銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純

損失が計上されているため、記載し

ておりません。

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益 

 潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純

損失が計上されているため、記載し

ておりません。

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益    

 潜在株式調整後１株当たり当期純

損失が計上されているため、記載し

ておりません。

           

 当社は、平成17年８月19日付で普

通株式１株に対し普通株式５株の割

合で株式分割を行いました。

 

 前期首に当該株式分割が行われた

と仮定した場合における(１株当た

り情報）の各数値は以下のとおりで

あります。

１株当たり純資産額   

 31,453円46銭

１株当たり中間純利益 

 4,077円01銭

潜在株式調整後１株当たり 

中間純利益

           3,998円64銭

(追加情報)

 当中間連結会計期間から、改正後

の「１株当たり当期純利益に関する

会計基準」（企業会計基準委員会

終改正平成18年１月31日 企業会

計基準第２号）及び「１株当たり当

期純利益に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 終改

正平成18年１月31日 企業会計基準

適用指針第４号）を適用しておりま

す。

 これにより、前中間連結会計期間

と同様の方法によった場合と比べ、

当中間連結会計期間の１株当たり純

資産額は、620円39銭増加しており

ます。



（注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
    

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
(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(平成19年６月30日)

前連結会計年度
(平成18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）
3,849,075 3,605,956 3,789,640

普通株式に係る純資産額  

(千円）
3,849,075 3,605,956 3,758,642

差額の主な内訳（千円)

 少数株主持分 ─ ─ 30,997

普通株式の発行済株式数

(株）
    95,630.89 95,630 95,630

普通株式の自己株数(株） 1,344.89 1,344 1,344

１株当たり純資産額の算定に用

いられた普通株式の数(株）
94,286 94,286 94,286

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

中間(当期)損失(千円) 570,657 159,883 696,385

普通株式にかかる中間(当期)

純純損失(千円)
570,657 159,883 696,385

普通株主に帰属しない金額

(千円)
― ─ ―

普通株式の期中平均株式数

(株)
94,286 94,286 94,286

中間(当期)純利益調整額
(千円)

― ─ ―

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に用い

られた普通株式増加数の主要

な内訳(株）

 新株予約権 ― ─ １

 普通株式増加数(株) ― ─ １

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後1株当たり中

間(当期)純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要

新株予約権(新株予約権

の数2,552個)。これらの

詳細は、「新株予約権等

の状況」に記載のとおり

であります。

新株予約権(新株予約権

の数1,733個)。これらの

詳細は、「新株予約権等

の状況」に記載のとおり

であります。

新株予約権(新株予約権

の数1,474個)。これらの

詳細は、「新株予約権等

の状況」に記載のとおり

であります。



(重要な後発事象) 

 
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

      ――――

  

割当増資について 

 平成19年７月18日開催の取締役会

において、株式会社ＭＪの第三者割

当増資を当社で引き受け、子会社化

することに関し決議し、平成19年７

月19日に実行いたしました。 

 

１．理由 

  当社と、外国為替取引業のＭＪ 

 社とが協働することにより、経営 

 効率を高め、更にはマーケティン 

 グノウハウを共有し、ネット販売 

 の一環として、今後市場規模が拡 

 大することが予想される外国為替 

 証拠金取引業へ参入し、本格的に 

 ネットワークサービスの展開を図 

 るため子会社化を決定いたしまし 

 た。 

 

２．子会社となる会社の概要 

 ①商号    株式会社ＭＪ 

 ②代表者   富島政治 

 ③所在地   愛知県名古屋市 

        中区１-４-16 

 ④設立年月日 昭和46年11月16日 

 ⑤事業内容  外国為替取引業 

 ⑥決算期   ９月30日 

 ⑦従業員数  21名 

 ⑧資本金   ５億6,500万円 

 ⑨売上高   497百万円 

        (平成18年９月期) 

 ⑩総資産   686百万円  

        (平成18年９月期） 

 

３．増資引受の概要 

 ①引受株数       4,000株 

 ②引受価額 1株につき 50,000円 

 ③引受価額の総額  200,000千円 

 ④株式取得前後の所有株式の状況 

  異動前の所有株式数    － 株 

         (所有割合    － ％） 

   異動後の所有株式数   4,000株 

        （所有割合    54.7％) 

      ――――

    



２【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 
  

前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 829,806 664,596 479,919

 ２ 売掛金 383,936 493,067 515,153

 ３ たな卸資産 395,256 469,340 361,907

 ４ 前払費用 41,455 30,105 23,598

 ５ 短期貸付金 100,000 4,000 100,000

 ６ オプション資産 72,117 373,903 346,513

 ７ その他 63,154 57,033 116,109

   貸倒引当金 △76 △117 △117

  流動資産合計 1,885,650 48.2 2,091,928 53.1 1,943,083 50.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 120,927 39,881 34,807

   有形固定資産合計 120,927 3.1 39,881 1.0 34,807 0.9

 ２ 無形固定資産 89,316 19,480 23,366

   無形固定資産合計 89,316 2.3 19,480 0.5 23,366 0.6

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,256,574 1,149,083 1,360,374

  (2) 関係会社株式 383,213 319,209 313,285

  (3) 長期貸付金 ― 151,423 ―

  (4) その他 174,757 167,883 180,122

    貸倒引当金 △450 △6 ―

   投資その他の 
   資産合計

1,814,095 46.4 1,787,593 45.4 1,853,782 48.1

  固定資産合計 2,024,339 51.8 1,846,954 46.9 1,911,956 49.6

  資産合計 3,909,989 100.0 3,938,883 100.0 3,855,040 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 156,895 182,776 104,672

 ２ 未払金 90,519 66,346 68,055

 ３ 未払法人税等 5,732 7,312 4,928

 ４ 賞与引当金 21,889 17,262 3,061

 ５ 為替予約 8,144 ― ―

 ６ 繰延税金負債 40,130 40,713 48,650

 ７ その他 15,465 32,027 40,341

  流動負債合計 338,775 8.6 346,440 8.8 269,709 7.0

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 134,392 144,576 143,291

 ２ 役員退職慰労引当金 173,499 ― ―

  固定負債合計 307,891 7.9 144,576 3.7 143,291 3.7

  負債合計 646,667 16.5 491,016 12.5 413,001 10.7



  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,067,229 52.9 2,067,229 52.5 2,067,229 53.6

 ２ 資本剰余金

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

  (2) その他資本剰余金 ─ 800,197 ─

   資本剰余金合計 1,702,509 43.5 1,317,005 33.4 1,702,509 44.2

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 5,047 5,047 5,047

  (2) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △539,182 14,204 △385,503

   利益剰余金合計 △534,135 △13.6 19,251 0.5 △380,456 △9.8

 ４ 自己株式 △68,875 △1.8 △68,875 △1.8 △68,875 △1.8

   株主資本合計 3,166,728 81.0 3,334,611 84.6 3,320,407 86.2

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

38,099 1.0 53,910 1.4 50,718 1.3

 ２ 繰延ヘッジ損益 58,494 1.5 59,344 1.5 70,912 1.8

   評価・換算差額等 
   合計

96,593 2.5 113,254 2.9 121,631 3.1

   純資産合計 3,263,322 83.5 3,447,866 87.5 3,442,038 89.3

   負債純資産合計 3,909,989 100.0 3,938,883 100.0 3,855,040 100.0



②【中間損益計算書】 

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18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 1,162,645 100.0 1,262,570 100.0 2,303,200 100.0

Ⅱ 売上原価 962,482 82.8 937,591 74.3 1,814,345 78.8

   売上総利益 200,162 17.2 324,978 25.7 488,854 21.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※５ 601,869 51.8 461,768 36.5 1,016,684 44.1

   営業損失 401,707 △34.6 136,789 △10.8 527,830 △22.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 61,917 5.3 144,532 11.4 379,295 16.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 40,248 3.4 889 0.1 1,437 0.1

   経常利益又は 
   経常損失(△)

△380,038 △32.7 6,853 0.5 △149,973 △6.5

Ⅵ 特別利益 ※３ 6,551 0.6 12,500 1.0 195,528 8.5

Ⅶ 特別損失 ※４ 154,239 13.3 ─ ─ 413,046 17.9

   税引前中間 
   純利益又は 
   税引前中間(当期) 
   純損失(△)

△527,725 △45.4 19,353 1.5 △367,491 △15.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

9,495 6,055 15,808

   法人税等調整額 1,961 11,457 1.0 △905 5,149 0.4 2,203 18,012 0.8

   中間純利益 
   又は中間(当期) 
   純損失(△)

△539,182 △46.4 14,204 1.1 △385,503 △16.7



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18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
資本準備金 利益準備金

その他 

利益剰余金

平成17年12月31日残高(千円) 2,067,229 2,161,553 5,047 △459,044 △68,875 3,705,911

中間会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し △459,044 459,044 ―

 中間純損失 △539,182 △539,182

 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)
― △459,044 ― △80,138 ― △539,182

平成18年６月30日残高(千円) 2,067,229 1,702,509 5,047 △539,182 △68,875 3,166,728

評価・換算差額等

純資産合計その他 

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

平成17年12月31日残高(千円) 35,396 ― 35,396 3,741,307

中間会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し ―

 中間純損失 △539,182

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
2,703 58,494 61,197 61,197

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
2,703 58,494 61,197 △477,985

平成18年６月30日残高(千円) 38,099 58,494 96,593 3,263,322



当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19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

計資本準備金
その他 

資本剰余金
利益準備金

その他 

利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年12月31日残高(千円) 2,067,229 1,702,509 ─ 5,047 △385,503 △68,875 3,320,407

中間会計期間中の変動額

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

 中間純利益 14,204 14,204

 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)
─ △1,185,701 800,197 ─ 399,707 ─ 14,204

平成19年６月30日残高(千円) 2,067,229 516,807 800,197 5,047 14,204 △68,875 3,334,611

評価・換算差額等

純資産合計その他 

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

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

中間会計期間中の変動額

 資本準備金取崩し ─

 中間純利益 14,204

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
3,191 △11,567 △8,376 △8,376

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
3,191 △11,567 △8,376 5,827

平成19年６月30日残高(千円) 53,910 59,344 113,254 3,447,866



前事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本 

合計資本準備金
資本剰余

金 合計
利益準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成17年12月31日残高(千円) 2,067,229 2,161,553 2,161,553 5,047 △459,044 △68,875 3,705,911

事業年度中の変動額 ―

 資本準備金取崩 △459,044 △459,044 459,044 ―

 剰余金の配当 ―

 当期純損失（△） △385,503 △385,503

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
―

事業年度中の変動額合計(千円) ― △459,044 △459,044 ― 73,540 ― △385,503

平成18年12月31日残高(千円) 2,067,229 1,702,509 1,702,509 5,047 △385,503 △68,875 3,320,407

評価・換算差額等

純資産合計その他 

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

平成17年12月31日残高(千円) 35,396 ― 35,396 3,741,307

事業年度中の変動額  ―

 資本準備金の取崩 ―

 剰余金の配当 ―

 当期純損失（△） △385,503

 自己株式の処分 ―

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
15,322 70,912 86,234 86,234

事業年度中の変動額合計(千円) 15,322 70,912 86,234 △299,268

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



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日)

────   当社は、前事業年度まで4期連続

して営業損失であります。また当中

間会計期間におきましても同様であ

りました。こうした状況から前事業

年度より継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。  

 この状況に対し、当社は営業損益

の黒字化への対処を行なっており、

その概要は次のとおりであります。  

 

1.第14期会計年度の取り組み  

 第14期会計年度に入りまして、平

成19年2月20日の取締役会において

「第14期通期予算計画」の修正決議

を行い、当社の販売管理費につきま

しては、経費の大幅な削減を行う事

と致しました。第14期会計年度の売

上につきましても、高い利益率を確

保できる事業に集中的に会社の資源

を投入する事により、新製品の開発

を積極化し販売を拡大させていく方

針であります。さらに既存の販売ル

ート以外の新規顧客を開拓する事で

も売上を拡大させていく方針であり

ます。 

 これらの施策により、当中間会計

期間におきましては、特に販売費及

び一般管理費が前中間会計期間比

140,101千円減の461,768千円となる

等の効果があらわれ、営業損失は前

中間会計期間比264,917千円改善し

136,789千円となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
         

当社は、4期連続して営業損失であり

ます。こうした状況から当社には継

続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。  

 この状況に対し、当社は営業損益

の黒字化への対処を行なっており、

その概要は次のとおりであります。  

 

 

 

1.第13期事業年度までの取り組み  

 当社は、第13期事業年度末におき

まして、事業再構築損、子会社整理

損等の特別損失を413,046千円計上

し、不採算で今後当社の業績に影響

を与える事業および商品について全

て撤退、廃棄し整理いたしました。

それにより当社の限られた資源につ

いて利益率の取れる事業に集中する

ことができ、新製品の開発を積極化

することで先行者利益を得られる体

制となりました。また、第13期事業

年度下半期において、月次レベルの

販売管理費の大幅な圧縮をしており

ます。第4四半期には、売上及び売上

総利益についても改善傾向になりま

した。  

 

 

 

 

 

 

 

2.第14期事業年度の取り組み  

 第14期事業年度に入りまして、平

成19年2月20日の取締役会において

「第14期通期予算計画」の修正決議

を行い、当社の販売管理費につきま

しては、経費の大幅な削減を行なう

ことといたしました。  

 

第14期事業年度の売上につきまして

も、先ほども述べましたとおり、高

い利益率の確保できる事業に集中的

に会社の資源を投入することによ

り、新製品の開発を積極化し販売を

拡大していく方針であります。さら

に既存の販売ルート以外の新規顧客

を開拓することでも売上を拡大させ

ていく方針であります。  

 



 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日)

──── 2. 運転資金について 

 当社は当中間会計期間末に966,242

千円の売却可能な投資有価証券があ

り、これらを現金化することにより

運転資金につきましても万全の体制

を整えており、事業の継続性に問題

はありません。  

 

 当中間財務諸表は、継続企業を前

提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を中間財務諸表

には反映しておりません。

3. 運転資金について  

 当 社 は 第 13 期 事 業 年 度 末 に

1,196,701千円の売却可能な投資有価

証券があり、これらを現金化するこ

とにより運転資金につきましても万

全の体制を整えており、事業の継続

性に問題はありません。  

 

 当財務諸表は、継続企業を前提と

して作成されており、このような重

要な疑義の影響を財務諸表には反映

しておりません。  

 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

たな卸資産 

 移動平均法による原価法

を採用しております。

たな卸資産 

     同左

たな卸資産 

     同左

有価証券

 子会社株式及び関連会社

株式

  移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

有価証券

 子会社株式及び関連会社

株式

     同左

有価証券

 子会社株式及び関連会社

株式

     同左

 満期保有目的の債券

  償却原価法(定額法)

を採用しております。

満期保有目的の債券

    同左

満期保有目的の債券

    同左

 その他有価証券

   時価のあるもの

   中間決算日の市場

価格等に基づく時価

法を採用しておりま

す。(評価差額は、

全部純資産直入法に

より処理し、売却原

価は移動平均法によ

り算定) 

 ただし、複合金融

商品でデリバティブ

部分と債権部分の区

分ができないものに

ついては、全体を時

価評価し、評価差額

を損益に計上してお

ります。

その他有価証券

   時価のあるもの

    同左

その他有価証券

   時価のあるもの

   決算日の市場価格

等に基づく時価法を

採用しております。

(評価差額は、全部

純資産直入法により

処理し、売却原価は

移動平均法により算

定)

ただし、複合金融

商品でデリバディブ

部分と債権部分の区

分ができないものに

ついては、全体を時

価評価し、評価差額

を損益に計上してお

ります。

時価のないもの

移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

なお、投資事業有

限責任組合及びそれ

に類する組合への出

資(証券取引法第２

条第２項により有価

証券とみなされるも

の)の持分は、出資

金額を資産に計上す

る方法を採用してお

ります。

時価のないもの

    同左

時価のないもの

    同左

デリバティブ 

 時価法によっておりま

す。

デリバティブ 

      同左

デリバティブ 

      同左



項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

２ 固定資産の減価償

却の方法

有形固定資産 

 建物(附属設備を除く)に

ついては定額法、その他に

ついては定率法によってお

ります。

有形固定資産 

     同左 

 

 

 

有形固定資産 

     同左

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

 建物及び構築物 10～15年 

 工具器具備品 ４～15年 

 車両運搬具  ４～５年

無形固定資産 

 自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における見

込利用可能期間（５年）に

基づく定額法によっており

ます。

  

 

  

 

 

無形固定資産 

 自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における見

込利用可能期間（５年）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。

 のれんは５年間で均等償

却しております。

 

 

 

 

 

無形固定資産 

 自社利用ソフトウェアに

ついては、社内における見

込利用可能期間(５年）に

基づく定額法によっており

ます。 

 のれんは５年間で均等償

却しております。 

３ 繰延資産の処理方

法

―――― ―――― 株式交付費

 支払時に全額費用処理し

ております。

４ 引当金の計上基準 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。

貸倒引当金 

     同左

貸倒引当金 

     同左

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。

賞与引当金 

     同左

賞与引当金 

     同左

役員退職慰労引当金 

 役員への退職慰労金支給

に備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給見積額を

計上しております。

    ──── 役員退職慰労引当金 

（追加情報の注記） 

 当社は従来、役員への退

職慰労金支給に備えるた

め、役員退職慰労金規定に

基づく要支給額を計上して

きましたが、取締役会決議

に基づく同規程の廃止に伴

い、今後役員退職慰労金の

支給が発生しないことか

ら、役員退職慰労引当金を

取り崩すこととしました。

この変更に伴い、特別利益

に役員退職慰労引当金戻入

益165,856千円を計上して

おります。



  



 
  

項目
前中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日)

５ ヘッジ会計の方法 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。

ヘッジ会計の方法 

     同左

ヘッジ会計の方法 

     同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

デリバティブ取引(為

替予約取引等)

ヘッジ対象

外貨建仕入債務等

ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左

ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左

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。

ヘッジ方針 

     同左

ヘッジ方針 

     同左

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。

ヘッジの有効性評価の方法 

     同左

ヘッジの有効性評価の方法 

     同左

６ その他中間財務諸

表(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

消費税等の会計処理 

     同左



会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準) ───── (固定資産の減損に係る会計基準)

  当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）

を適用しております。

  当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。

  これによる損益に与える影響はあり

ません。

    これによる損益に与える影響はあ

りません。

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等)

───── (貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)

  当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用してお

ります。

    当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。

  これによる損益に与える影響はあり

ません。

  これによる損益に与える影響はあ

りません。

  なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は3,204,827千円でありま

す。

  なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は3,371,126千円で

あります。

  中間財務諸表等規則の改正による貸

借対照表の表示に関する変更は以下の

とおりであります。

   この改正による貸借対照表の表示

に関する変更は以下のとおりであり

ます。

１ 前中間会計期間における「資本の

部」は、当中間会計期間から「純資産

の部」となり、「純資産の部」は「株

主資本」及び「評価・換算差額等」に

分類して表示しております。

１ 前事業年度における「資本の

部」は、当事業年度から「純資産の

部」となり、「純資産の部」は「株

主資本」及び「評価・換算差額等」

に分類して表示しております。

２ 前中間会計期間において独立掲記

しておりました「資本金」、「資本剰

余金」及び「利益剰余金」は、当中間

会計期間においては「株主資本」の内

訳科目として表示しております。

２ 前事業年度において独立掲記し

ておりました「資本金」、「資本剰

余金」及び「利益剰余金」は、当事

業年度においては「株主資本」の内

訳科目として表示しております。

３ 前中間会計期間において「利益剰

余金」の内訳科目として表示しており

ました「任意積立金」は、当中間会計

期間から「その他利益剰余金」の内訳

科目として表示しております。 

 なお、本改正により従来の「任意積

立金」の区分は廃止されております。 

３ 前事業年度において「利益剰余

金」の内訳科目として表示しており

ました「任意積立金」は、当事業年

度から「その他利益剰余金」の内訳

科目として表示しております。 

 なお、本改正により従来の「任意

積立金」の区分は廃止されておりま

す。 



 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日)

４ 前中間会計期間において「利益剰

余金」の内訳科目として表示しており

ました「中間未処理損失」は当中間会

計期間から「その他利益剰余金」の内

訳科目である「繰越利益剰余金」とし

て表示しております。

───── ４ 前事業年度において「利益剰余

金」の内訳科目として表示しておりま

した「未処理損失」は当事業年度から

「その他利益剰余金」の内訳科目であ

る「繰越利益剰余金」として表示して

おります。

５ 前中間会計期間において「利益剰

余金」の次に表示しておりました「そ

の他有価証券評価差額金」は、当中間

会計期間から「評価・換算差額等」の

内訳科目として表示しております。

５ 前事業年度において「利益剰余

金」の次に表示しておりました「その

他有価証券評価差額金」は、当事業年

度から「評価・換算差額等」の内訳科

目として表示しております。

６ 前中間会計期間において「負債の

部」に表示しておりました「繰延ヘッ

ジ利益」は、当中間会計期間から税効

果調整後の金額を「評価・換算差額

等」の内訳科目の「繰延ヘッジ損益」

として表示しております。

６ 前事業年度において「負債の部」

に表示しておりました「繰延ヘッジ利

益」は、当事業年度から税効果調整後

の金額を「評価・換算差額等」の内訳

科目の「繰延ヘッジ損益」として表示

しております。

 なお、前中間会計期間の繰延ヘッジ

利益について、当中間会計期間と同様

の方法によった場合の金額は40,614千

円であります。

 なお、前事業年度の繰延ヘッジ利益

について、当事業年度と同様の方法に

よった場合の金額は88,938千円であり

ます。

(ストック・オプション等に関する会計

基準等)

───── (ストック・オプション等に関する会

計基準等)

当中間会計期間から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第８号）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準適用指

針第11号）を適用しております。

当事業年度間から「ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第８号）及び「ストック・オ

プション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針第11

号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

(役員賞与に関する会計基準) 

 当中間会計期間から「役員賞与に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 

平成17年11月29日 企業会計基準第4

号)を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

───── (役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度から「役員賞与に関する

会計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計基準第4号)

を適用しております。  

 これによる損益に与える影響はあり

ません。



前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日)

(自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準等の一部改正)

───── (自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正)

 当中間会計期間から、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 

終改正平成17年12月27日 企業会計

基準第１号）及び「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 終

改正平成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第２号）を適用しておりま

す。

 当事業年度から、改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 終

改正平成18年8月11日 企業会計基準

第１号）及び「自己株式及び準備金の

額の減少等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 終改正

平成18年8月11日 企業会計基準適用

指針第２号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。

 なお、中間財務諸表等規則の改正に

よる中間貸借対照表の表示に関する変

更は以下のとおりであります。

 なお、この改正による貸借対照表の

表示に関する変更は以下のとおりであ

ります。

 前中間会計期間において資本に対す

る控除項目として「資本の部」の末尾

に表示しておりました「自己株式」

は、当中間会計期間から「株主資本」

に対する控除項目として、「株主資

本」の末尾に表示しております。

 前事業年度において資本に対する控

除項目として「資本の部」の末尾に表

示しておりました「自己株式」は、当

事業年度から「株主資本」に対する控

除項目として、「株主資本」の末尾に

表示しております。

(株主資本等変動計算書に関する会計基

準等) 

───── (株主資本等変動計算書に関する会計

基準等) 

 当中間会計期間から、「株主資本等

変動計算書に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第６号）及び「株主資本

等変動計算書に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準適用指針第

９号）を適用しております。 

 当事業年度から、「株主資本等変動

計算書に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第６号）及び「株主資本等変

動計算書に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準適用指針第９

号）を適用しております。 

 中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間から中間損益計算書の

末尾は中間純利益（損失）とされてお

ります。

  この改正により、当事業年度から

「株主資本等変動計算書」を作成して

おります。

また、当中間会計期間から「中間株

主資本等変動計算書」を作成しており

ます。

 ───── （減価償却方法の変更）

 当中間会計期間より、法人税法

の改正（（所得税法等の一部を改

正する法律 平成19年３月30日法

律第6号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号））に伴

い、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更してお

ります。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 

─────



表示方法の変更 

 
  

追加情報 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前中間会計期間において区分掲記しておりました

「前渡金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当

中間会計期間より流動資産の「その他」に含めて表示

しております。 

 なお、当中間会計期間末の「その他」に含まれてい

る「前渡金」は１千円であります。

──────

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日)

 一部のネットワーク構築サービス

については、取引に係る債権債務は

総額で表示していますが、売上高に

ついては、「情報サービス産業にお

ける監査上の諸問題について」（平

成17年３月 日本公認会計士協会IT

業界における特殊な取引検討プロジ

ェクトチーム報告）及び「ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関する

実務上の取扱い」（平成18年３月

企業会計基準委員会 実務対応報告

第17号）における収益の総額表示に

ついての会計上の考え方に基づき、

外部からの仕入高30,208千円と相殺

して表示しています。

──────      ──────



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

(中間損益計算書関係) 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度末 
(平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

77,977千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

64,307千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

59,477千円

※２ 社債に対する債務保証

株式会社アメリ
カンメガトレン
ド

190,000千円

計 190,000千円

※２ 社債に対する債務保証

株式会社アメリ
カンメガトレン
ド 60,000千円

計 60,000千円

※２ 社債に対する債務保証

株式会社アメリ
カンメガトレン
ド

175,000千円

計 175,000千円

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

※１ 営業外収益の主な内訳 ※１ 営業外収益の主な内訳 ※１ 営業外収益の主な内訳

受取利息 12,995千円 受取利息 3,301千円 受取利息 25,753千円

 
為替差益 39,488千円 為替差益 59,673千円

投資有価証券売却
益 28,376千円

オプション評価益 45,002千円
 

為替差益 80,507千円

投資有価証券
売却益

29,071千円

オプション評価益 224,966千円

※２ 営業外費用の主な内訳 ※２ 営業外費用の主な内訳 ※２ 営業外費用の主な内訳

投資有価証券 
売却損

283千円  
   ────

 
  ────

オプション評価損 38,526千円

※３ 特別利益の主な内訳 ※３ 特別利益の主な内訳 ※３ 特別利益の主な内訳

 

役員退職慰労 
引当金戻入

2,377千円

貸倒引当金戻入益 154千円

前期損益修正益 4,018千円
 

前期事業再構築損
修正益

12,500千円
役員退職慰労
引当金戻入益

165,856千円

貸倒引当金戻入益 598千円

前期損益修正益 4,018千円

前期製品評価修正
益 24,745千円

※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

 

関係会社株式 
評価損

113,754千円

固定資産売却損 16千円

違約金 33,468千円

前期損益修正損 7,000千円
 

      ────
投資有価証券
評価損

146,031千円

事業再構築損 215,528千円

違約金 33,468千円

子会社整理損 9,751千円

前期損益修正損 7,000千円

固定資産除売却損 1,266千円

※５ 減価償却実施額 ※５ 減価償却実施額 ※５ 減価償却実施額

有形固定資産 11,253千円

無形固定資産 6,138千円

有形固定資産 4,830千円

無形固定資産 6,031千円

有形固定資産 23,851千円

無形固定資産 12,136千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

自己株式に関する事項 

 
  

当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

自己株式に関する事項 

 
  

前事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

自己株式に関する事項 

 
  

  

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価の

あるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

  普通株式（株） 1,344 ― ―      1,344

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

  普通株式（株） 1,344 ― ― 1,344

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

  普通株式（株） 1,344 ― ― 1,344



(重要な後発事象) 

 
  

  

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

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)

      ――――

  

割当増資について 

 平成19年７月18日開催の取締役会

において、株式会社ＭＪの第三者割

当増資を当社で引き受け、子会社化

することに関し決議し、平成19年７

月19日に実行いたしました。 

 

１．理由 

  当社と、外国為替取引業のＭＪ 

 社とが協働することにより、経営 

 効率を高め、更にはマーケティン 

 グノウハウを共有し、ネット販売 

 の一環として、今後市場規模が拡 

 大することが予想される外国為替 

 証拠金取引業へ参入し、本格的に 

 ネットワークサービスの展開を図 

 るため子会社化を決定いたしまし 

 た。 

 

２．子会社となる会社の概要 

 ①商号    株式会社ＭＪ 

 ②代表者   富島政治 

 ③所在地   愛知県名古屋市 

        中区１-４-16 

 ④設立年月日 昭和46年11月16日 

 ⑤事業内容  外国為替取引業 

 ⑥決算期   ９月30日 

 ⑦従業員数  21名 

 ⑧資本金   ５億6,500万円 

 ⑨売上高   497百万円 

        (平成18年９月期) 

 ⑩総資産   686百万円  

        (平成18年９月期） 

 

３．増資引受の概要 

 ①引受株数       4,000株 

 ②引受価額 1株につき 50,000円 

 ③引受価額の総額  200,000千円 

 ④株式取得前後の所有株式の状況 

  異動前の所有株式数    － 株 

         (所有割合    － ％） 

   異動後の所有株式数   4,000株 

        （所有割合    54.7％) 

      ――――

    



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第13期（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日）平成19年３月30日関東財務局長に

提出。 

  

(2) 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書

を平成19年７月23日関東財務局長に提出。 

  

(3) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記(1) 有価証券報告書の訂正報告書）を平成19年８月17日関東財務局長に提出。 

  

  

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年９月22日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社  

取 締 役 会 御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているプラネックスコミュニケーションズ株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会

計年度の中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すな

わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、プラネックスコミュニケーションズ株式会社及び連結子会社の平成18年６月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日ま

で）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 

東 陽 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  長  友  滋  尊  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  吉  田  岳  司  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  佐  藤  眞  治  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年９月19日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社  

取 締 役 会 御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているプラネックスコミュニケーションズ株式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会

計年度の中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すな

わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、プラネックスコミュニケーションズ株式会社及び連結子会社の平成19年６月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日ま

で）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

  

追記情報 

1、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前連結会計年度   

   まで４期連続して営業損失及び３期連続して営業キャッシュ・フローがマイナスの状況にあり、 

   また当中間連結会計期間においても同様であった。これにより、継続企業の前提に関する重要な 

   疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務 

   諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表 

   には反映していない。    

2、重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年７月18日開催の取締役会において、   

   株式会社ＭＪの第三者割当増資を引き受け、子会社化することに関し決議し、平成19年７月19日 

   に実行している。     

  

東 陽 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  長  友  滋  尊  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  吉  田  岳  司  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  佐  藤  眞  治  ㊞



会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

以 上 

  

 

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年９月22日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているプラネックスコミュニケーションズ株式会社の平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第13期

事業年度の中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、

中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の平成18年６月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）の経営成績に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

  

以 上 

  

   

東 陽 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  長  友  滋  尊  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  吉  田  岳  司  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  佐  藤  眞  治  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管している。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年９月19日

プラネックスコミュニケーションズ株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ているプラネックスコミュニケーションズ株式会社の平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第14期

事業年度の中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、

中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

  

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の平成19年６月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績に関する有用な

情報を表示しているものと認める。 

  

  

追記情報 

1、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は、前事業年度まで 

   ４期連続して営業損失であり、また当中間会計期間においても同様であった。これにより、継続 

   企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載 

   されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影 

   響を中間財務諸表には反映していない。  

2、重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年７月18日開催の取締役会において、 

   株式会社ＭＪの第三者割当増資を引き受け、子会社化することに関し決議し、平成19年７月19日 

   に実行している。    

  

東 陽 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  長  友  滋  尊  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  吉  田  岳  司  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  佐  藤  眞  治  ㊞



会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

以 上 

  

   

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管している。
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