
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 位 

（訂正・数値データ訂正あり）（訂正・数値データ訂正あり）（訂正・数値データ訂正あり）（訂正・数値データ訂正あり）    

「平成「平成「平成「平成 24242424年年年年 12121212月期月期月期月期    決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について    

 

 平成25年２月18日に発表いたしました「平成24年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」につきまして、一部に数

値の誤りがありましたので訂正いたします。 

 なお、訂正箇所は    で示しております。 

 

記 

 

（Ⅰ）訂正理由 

決算短信の発表後の会社法計算書類の作成過程で、消費税計算の誤り等修正すべき事項が発見されたため、訂

正いたします。 

本件により、投資家の皆様方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

（Ⅱ）訂正箇所 

１  サマリー情報 

 1.平成24年12月期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 

 

 (1)連結経営成績 

【訂正前】                                   

（％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 ％ 

24年12月期 14,638 52.6 696 ― 910 ― 3,163 ― 

23年12月期 9,592 △5.0 △246 ― △309 ― △704 ― 

（注）包括利益   24年12月期 3,234百万円（―％） 23年12月期 △591百万円（－％） 

 
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 ％ ％ ％ 

24年12月期 37,086.10 ― 52.1 5.6 4.8 

23年12月期 △8,145.00 ― △14.2 △1.6 △2.6 

（参考）持分法投資損益   24年12月期 ―百万円   23年12月期 △32百万円 

平成25年2月28日 
 

会 社 名  プラネックスホールディング株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池 上  宏 

   （ＪＡＳＤＡＱ・コード ６７８４） 

問合せ先  取締役経営企画室長 富樫 憲太郎 

         電話番号  ０３‐６８０９‐０１３３ 
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【訂正後】                                   

 （％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 ％ 

24年12月期 14,642 52.7 751 ― 966 ― 3,205 ― 

23年12月期 9,592 △5.0 △246 ― △309 ― △704 ― 

（注）包括利益   24年12月期 3,294百万円（―％） 23年12月期 △591百万円（－％） 

 
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 ％ ％ ％ 

24年12月期 37,585.17 ― 52.6 6.0 5.1 

23年12月期 △8,145.00 ― △14.2 △1.6 △2.6 

（参考）持分法投資損益   24年12月期 ―百万円   23年12月期 △32百万円 

 

 (2)連結財政状態 

 【訂正前】                       

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

24年12月期 12,533  7,539 59.9 90,936.70 

23年12月期 19,861 4,670 23.4 53,638.33 

（参考）自己資本    24年12月期 7,505百万円    23年12月期 4,642百万円 

 

 【訂正後】                       

 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

24年12月期 12,598  7,599 60.0 91,535.42 

23年12月期 19,861 4,670 23.4 53,638.33 

（参考）自己資本    24年12月期 7,555百万円    23年12月期 4,642百万円 

 

2.配当の状況 

【訂正前】 

 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 ％ ％ 

23年12月期 ―  0.00 ― 1,000.00 1,000.00 86 △12.3 1.7 

24年12月期 ― 500.00 ― 5,000.00 5,500.00 458 14.8 6.1 

25年12月期(予想) ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00  55.0  

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。 

 

【訂正後】 

 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 ％ ％ 

23年12月期 ―  0.00 ― 1,000.00 1,000.00 86 △12.3 1.7 

24年12月期 ― 500.00 ― 5,000.00 5,500.00 455 14.6 6.0 

25年12月期(予想) ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00  55.0  
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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。 

 

(参考)個別業績の概要 

平成24年12月期の個別業績（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 

(1)個別経営成績 

【訂正前】                     

  （％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 ％ 

24年12月期 2,066 104.7 1,556 310.6 1,583 316.5 2,306 ― 

23年12月期 1,009 63.3 378 ― 344 144.0 △110 ― 

 

 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 

24年12月期 27,046.93  ― 

23年12月期 △1,275.10 ― 

 

【訂正後】                       

（％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 ％ 

24年12月期 2,066 104.7 1,556 310.6 1,583 316.5 2,298 ― 

23年12月期 1,009 63.3 378 ― 344 144.0 △110 ― 

 

 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 

24年12月期 26,947.92  ― 

23年12月期 △1,275.10 ― 

 

(2)個別財政状態 

【訂正前】                       

（％表示は、対前期増減率） 

 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 

24年12月期 6,088  5,045 82.9 61,130.50 

23年12月期 4,374 3,092 70.7 35,728.47 

（参考）自己資本    24年12月期 5,045百万円    23年12月期 3,092百万円 

 

【訂正後】                       

（％表示は、対前期増減率） 

 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 

24年12月期 6,107  5,044 82.6 61,111.40 

23年12月期 4,374 3,092 70.7 35,728.47 

（参考）自己資本    24年12月期 5,044百万円    23年12月期 3,092百万円 
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（略） 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

（略） 

【訂正前】 

以上により、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高は 14,638,619 千円（前年比 52.6％増）、営業利益は

696,034千円（前年同期営業損失246,680千円）経常利益は959,406千円（前年同期経常損失309,827千円）となりま

した。さらに前述の店頭外国為替証拠金取引等事業における事業売却による譲渡益の計上により、当期純利益は

3,163,056千円（前年同期当期純損失704,998千円）となりました。 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 情報通信・ネットワーク関連製品事業 

当セグメントにおける売上高は 9,167,216 千円（前年比 101.4％増）、営業利益は 493,595 千円（前年同期営業損失

527,070千円）となりました。 

② 店頭外国為替証拠金取引等事業 

当セグメントにおける売上高は2,226,636千円（前年比19.1％減）、営業損失は74,233千円（前年同期営業利益32,082

千円）となりました。 

③ 自動車流通事業 

当セグメントにおける売上高は3,357,156千円（前年比41.5％増）、営業利益は33,157千円（前年比4.1％減）とな

りました。 

 

【訂正後】 

以上により、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高は 14,642,490 千円（前年比 52.7％増）、営業利益は

751,408千円（前年同期営業損失246,680千円）経常利益は966,717千円（前年同期経常損失309,827千円）となりま

した。さらに前述の店頭外国為替証拠金取引等事業における事業売却による譲渡益の計上により、当期純利益は

3,205,621千円（前年同期当期純損失704,998千円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 情報通信・ネットワーク関連製品事業 

当セグメントにおける売上高は 9,171,086 千円（前年比 101.5％増）、営業利益は 500,566 千円（前年同期営業損失

527,070千円）となりました。 

② 店頭外国為替証拠金取引等事業 

当セグメントにおける売上高は2,226,635千円（前年比19.1％減）、営業損失は25,829千円（前年同期営業利益32,082

千円）となりました。 

③ 自動車流通事業 

当セグメントにおける売上高は3,357,156千円（前年比41.5％増）、営業利益は33,157千円（前年比4.1％減）とな

りました。 

 

（略） 
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（２）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産の状況） 

【訂正前】 

① 資産 

当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度末比7,328,148 千円減の12,533,652 千円であります。これは主

に店頭外国為替証拠金取引等事業の一部売却に伴う外国為替取引顧客区分管理信託の減少によるものであります。 

② 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10,197,729 千円減の4,933,919 千円となりました。これは主

に店頭外国為替証拠金取引等事業の一部売却に伴う外国為替受入証拠金の減少によるものであります。 

③  純資産 

当連結会計年度における純資産は、前連結会計年度末比2,869,580千円増の7,539,733千円となりました。これは主

に利益剰余金の増加などによるものであります。 

 

【訂正後】 

① 資産 

当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度末比7,263,553 千円減の12,598,247 千円であります。これは主

に店頭外国為替証拠金取引等事業の一部売却に伴う外国為替取引顧客区分管理信託の減少によるものであります。 

② 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10,192,788 千円減の4,998,860 千円となりました。これは主

に店頭外国為替証拠金取引等事業の一部売却に伴う外国為替受入証拠金の減少によるものであります。 

③  純資産 

当連結会計年度における純資産は、前連結会計年度末比2,929,234千円増の7,599,387千円となりました。これは主

に利益剰余金の増加などによるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

（略） 

【訂正前】 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成24年12月期 

自己資本比率 43.0 35.1 28.3 23.4 59.9 

時価ベースの自己資本比率 22.2 21.0 26.1 10.2 44.6 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

6.0 53.6 3.4 - 1.7 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

300.8 68.7 481.8 - 32.5 
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【訂正後】 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 平成24年12月期 

自己資本比率 43.0 35.1 28.3 23.4 60.1 

時価ベースの自己資本比率 22.2 21.0 26.1 10.2 44.4 

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 

6.0 53.6 3.4 - 1.7 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 

300.8 68.7 481.8 - 34.4 

 

（略） 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 
【訂正前】 

(単位：千円)

     
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年12月31日) 

資産の部 
 流動資産 
  （略） （略） （略） 
   
  商品及び製品 746,313 1,246,390
  （略） （略） （略） 
  繰延税金資産 226,859 92,412
  （略） （略） （略） 
  その他 1,056,674 681,985
  （略） （略） （略） 
  流動資産合計 18,421,368 10,735,631
 固定資産  
  （略） （略） （略） 
  固定資産合計 1,440,433 1,798,020
 資産合計 19,861,801 12,533,652

負債の部 
 流動負債 
  買掛金 916,285 1,888,959
  （略） （略） （略） 
  未払金 353,836 209,489
  未払法人税等 9,534 598,168
  （略） （略） （略） 
  その他 416,912 112,814
  流動負債合計 14,462,984 4,420,265
 固定負債 
  （略） （略） （略） 
  繰延税金負債 73,595 85,515
  （略） （略） （略） 
  固定負債合計 728,664 573,653
 負債合計 15,191,648 4,420,265

純資産の部  
 株主資本 
  （略） （略） （略） 
  利益剰余金 1,663,688 4,783,501
  （略） （略） （略） 
  株主資本合計 4,793,206 7,585,500
 その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 △19,301 16,708
  （略） （略） （略） 
  その他の包括利益累計額合計 △150,487 △79,585
 少数株主持分 27,432 33,818
 純資産合計 4,670,152 7,539,733

負債純資産合計 19,861,801 12,533,652
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【訂正後】 

(単位：千円)

     
前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成24年12月31日) 

資産の部 
 流動資産 
  （略） （略） （略） 
  商品及び製品 746,313 1,246,352
  （略） （略） （略） 
  繰延税金資産 226,859 98,706
  （略） （略） （略） 
  その他 1,056,674 740,325
  （略） （略） （略） 
  流動資産合計 18,421,368 10,800,226
 固定資産  
  （略） （略） （略） 
  固定資産合計 1,440,433 1,798,020
 資産合計 19,861,801 12,598,247

負債の部 
 流動負債 
  買掛金 916,285 1,882,069
  （略） （略） （略） 
  未払金 353,836 213,432
  未払法人税等 9,534 605,168
  （略） （略） （略） 
  その他 416,912 110,368
  流動負債合計 14,462,984 4,421,871
 固定負債 
  （略） （略） （略） 
  繰延税金負債 73,595 88,850
  （略） （略） （略） 
  固定負債合計 728,664 576,988
 負債合計 15,191,648 4,998,860

純資産の部 
 株主資本 
  （略） （略） （略） 
  利益剰余金 1,663,688 4,826,066
  （略） （略） （略） 
  株主資本合計 4,793,206 7,628,065
 その他の包括利益累計額 
  その他有価証券評価差額金 △19,301 23,561
  （略） （略） （略） 
  その他の包括利益累計額合計 △150,487 △72,732
 少数株主持分 27,432 44,053
 純資産合計 4,670,152 7,599,387

負債純資産合計 19,861,801 12,598,247 
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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 

【訂正前】 

  
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

△747,483 4,775,670

法人税、住民税及び事業税 5,213 1,396,508

法人税等調整額 △53,383 215,489

法人税等合計 △48,170 1,611,997

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前
当期純損失（△） 

△699,313 3,163,673

少数株主利益 5,684 616

当期純利益又は当期純損失（△） △704,998 3,163,056

    

 

(単位：千円)

  前連結会計年度 
(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24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高   
  商品及び製品売上高 6,839,648 13,040,082
 （略） （略） （略） 
 売上高合計 9,592,166 14,638,619

売上原価 6,423,430 11,273,536

売上総利益 3,168,735 3,365,083

（略） （略） （略） 

差引売上総利益 3,171,947 3,364,665

販売費及び一般管理費   
 役員報酬 212,118 210,793
 給料及び賞与 531,773 488,056
 （略） （略） （略） 
 業務委託費 367,767 252,499
 （略） （略） （略） 
 その他 1,492,402 1,123,577
 販売費及び一般管理費合計 3,418,627 2,668,631

営業利益又は営業損失（△） △246,680 696,034

営業外収益   
 （略） （略） （略） 
 為替差益 － 179,936
 （略） （略） （略） 
 雑収入 16,968 26,767
 営業外収益合計 28,146 233,375

営業外費用   
 支払利息 10,651 16,312
 （略） （略） （略） 
 雑損失 19,114 2,800
 営業外費用合計 91,293 19,112

経常利益又は経常損失（△） △309,827 910,297

 （略） （略） 
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【訂正後】 

 

(単位：千円)

  前連結会計年度 
(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24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高   
 商品及び製品売上高 6,839,648 13,043,953
 （略） （略） （略） 
 売上高合計 9,592,166 14,642,490

売上原価 6,423,430 11,270,071

売上総利益 3,168,735 3,372,418

（略） （略） （略） 

差引売上総利益 3,171,947 3,372,001

販売費及び一般管理費   
 役員報酬 212,118 210,043
 給料及び賞与 531,773 488,806
 （略） （略） （略） 
 業務委託費 367,767 252,864
 （略） （略） （略） 
 その他 1,492,402 1,075,174
 販売費及び一般管理費合計 3,418,627 2,620,592

営業利益又は営業損失（△） △246,680 751,408

営業外収益  
 （略） （略） （略） 
 為替差益 － 178,858
 （略） （略） （略） 
 雑収入 16,968 27,965
 営業外収益合計 28,146 233,492

営業外費用   
 支払利息 10,651 15,413
 （略） （略） （略） 
 雑損失 19,114 2,770
 営業外費用合計 91,293 18,183

経常利益又は経常損失（△） △309,827 966,717

 （略） （略） （略）  
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

△747,483 4,832,090

法人税、住民税及び事業税 5,213 1,398,706

法人税等調整額 △53,383 216,910

法人税等合計 △48,170 1,615,616

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前
当期純損失（△） 

△699,313 3,216,473

少数株主利益 5,684 10,851

当期純利益又は当期純損失（△） △704,998 3,205,621
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連結包括利益計算書 

【訂正前】 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(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24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 △699,313 3,163,673

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 86,841 36,010
 繰延ヘッジ損益 30,970 32,300
 為替換算調整勘定 △10,401 2,590
 その他の包括利益合計 107,410 70,901

包括利益 △591,903 3,234,574

（内訳）  
 親会社株主に係る包括利益 △597,588 3,233,958
 少数株主に係る包括利益 5,684 616
    
 

【訂正後】 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(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24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 △699,313 3,216,473

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 86,841 42,863
 繰延ヘッジ損益 30,970 32,300
 為替換算調整勘定 △10,401 2,590
 その他の包括利益合計 107,410 77,755

包括利益 △591,903 3,294,228

（内訳）  
 親会社株主に係る包括利益 △597,588 3,283,377
 少数株主に係る包括利益 5,684 10,851
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（３）連結株主資本等変動計算書 
【訂正前】 

(単位：千円)

    前連結会計年度 
(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24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

株主資本   
 資本金   
  （略） （略） （略） 
  当期末残高 2,090,287 2,090,287

 資本剰余金   
  （略） （略） （略） 
  当期末残高 1,416,788 1,330,232

 利益剰余金   
  （略） （略） （略） 
   当期純利益又は当期純損失（△） △704,998 3,163,056
  （略） （略） （略） 
  当期末残高 1,663,688 4,783,501

   当期変動額合計 △737,703 3,119,812

 自己株式   
  （略） （略） （略） 

  当期末残高 △377,558 △618,521

 株主資本合計   
  （略） （略） （略） 
   当期純利益又は当期純損失（△） △704,998 3,163,056
  （略） （略） （略） 
   当期変動額合計 △737,280 2,792,293

  当期末残高 4,793,206 7,585,500
 
その他の包括利益累計額 

 その他有価証券評価差額金  
  （略） （略） （略） 
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 86,841 36,010
   当期変動額合計 86,841 36,010

  当期末残高 △19,301 16,708

 繰延ヘッジ損益 
  （略） （略） （略） 
  当期末残高 △32,300 ―

 為替換算調整勘定 
  （略） （略） （略） 

  当期末残高 △98,884 △96,293

 その他の包括利益累計額合計 
  （略） （略） （略） 
  当期変動額  
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 107,410 70,901
   当期変動額合計 107,410 70,901

  当期末残高 △150,487 △79,585

少数株主持分 
 （略） （略） （略） 
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,990 6,385

  当期変動額合計 △3,990 6,385

 当期末残高 27,432 33,818
 



- 13 - 

 

 

    前連結会計年度 
(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24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

純資産合計   
 （略） （略） （略） 
  当期純利益 △704,998 3,163,056
 （略） （略） （略） 
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 103,419 77,286
  当期変動額合計 △633,860 2,869,580

 当期末残高 4,670,152 7,539,733
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【訂正後】 
（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24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

株主資本   
 資本金   
  （略） （略） （略） 
  当期末残高 2,090,287 2,090,287

 資本剰余金   
  （略） （略） （略） 
  当期末残高 1,416,788 1,330,232

 利益剰余金   
  （略） （略） （略） 
   当期純利益又は当期純損失（△） △704,998 3,205,621
  （略） （略） （略） 
   当期変動額合計 △737,703 3,162,377

  当期末残高 1,663,688 4,826,066

 自己株式   
  （略） （略） （略） 
  当期末残高 △377,558 △618,521

 株主資本合計   
  （略） （略） （略） 
   当期純利益又は当期純損失（△） △704,998 3,205,621
  （略） （略） （略） 
   当期変動額合計 △737,280 2,834,858

  当期末残高 4,793,206 7,628,065
 
その他の包括利益累計額   

 その他有価証券評価差額金   
  （略） （略） （略） 
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 86,841 42,863
   当期変動額合計 86,841 42,863

  当期末残高 △19,301 23,516

 繰延ヘッジ損益 
  （略） （略） （略） 
  当期末残高 △32,300 ―

 為替換算調整勘定 
  （略） （略） （略） 

  当期末残高 △98,884 △96,293

 その他の包括利益累計額合計 
  （略） （略） （略） 
   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 107,410 77,755
   当期変動額合計 107,410 77,755

  当期末残高 △150,487 △72,732

少数株主持分 
 （略） （略） （略） 
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,990 16,620

  当期変動額合計 △3,990 16,620

 当期末残高 27,432 44,053
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    前連結会計年度 
(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24年１月１日 
 至 平成24年12月31日) 

純資産合計   
 （略） （略） （略） 
  当期純利益 △704,998 3,205,621
 （略） （略） （略） 
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 103,419 94,375
  当期変動額合計 △633,860 2,929,234

 当期末残高 4,670,152 7,594,387
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
【訂正前】 

(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成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24年１月１日 
 至 平成24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

(△) 
△747,483 4,775,670

 （略） （略） （略） 
 支払利息 10,651 16,312
 （略） （略） （略） 
 たな卸資産の増減額（△は増加） △266,524 △315,522
 仕入債務の増減額（△は減少） 8,286 882,455
 未払金の増減額（△は減少） 1,152 △25,099
 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） △1,715,000 △543,000
 （略） （略） （略） 
 その他の資産・負債の増減額 △445,339 △94,828
 小計 △709,544 957,679

 （略） （略） （略） 
 利息の支払額 △9,735 △16,300
 （略） （略） （略） 
 法人税等の還付額 － 404,284
 法人税等の支払額 △763,260 △808,093
 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,600,134 529,836

 （略） （略） （略）  
 
【訂正後】 

(単位：千円)

  前連結会計年度 
(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24年１月１日 
 至 平成24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 △747,483 4,832,090
 （略） （略） （略） 
 支払利息 10,651 15,413
 （略） （略） （略） 
 たな卸資産の増減額（△は増加） △266,524 △315,484
 仕入債務の増減額（△は減少） 8,286 875,564
 未払金の増減額（△は減少） 1,152 △21,156
 外国為替取引顧客区分管理信託の増減額（△は増加） △1,715,000 △518,310
 （略） （略） （略） 
 その他の資産・負債の増減額 △445,339 △190,587
 小計 △709,544 939,221

 （略） （略） （略） 
 利息の支払額 △9,735 △15,400
 （略） （略） （略） 
 損害補償損失の支払額 △119,400 △22,792
 法人税等の還付額 － 415,103
 法人税等の支払額 △763,260 △801,354
 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,600,134 529,836

 （略） （略） （略） 
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（略） 

 

（９）連結財務諸表に関する注記事項 

(セグメント情報等) 

 

（略） 

 

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 

【訂正前】 

      (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 

9,099,950 2,225,635 3,313,032 14,638,619 - 14,638,619 - 14,638,619 

  セグメント間
の内部売上高又
は振替高 

67,265 1,000 44,123 112,389 40,003 152,392 △152,392 - 

計 9,167,216 2,226,635 3,357,156 14,751,008 40,004 14,791,011 △152,392 14,638,619 

セグメント利益
又は損失（△） 

493,595 △74,233 33,157 452,519 △2,143 450,376 245,657 696,034 

セグメント資産 3,757,717 6,160,521 652,830 10,571,068 20,212 10,591,280 1,942,372 12,533,652 

セグメント負債 2,610,084 2,934,806 209,594 5,754,484 1,810 5,756,294 △762,375 4,993,919 

その他の項目         

  減価償却費 12,945 73,842 3,976 90,764 9,038 99,802 21,626 121,429 

 有形固定資産
及び無形固定資
産の増加額 
  

411 31,366 10,873 42,650 - 42,650 256,614 299,264 

 (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245,657千円は、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1,942,372千円にはセグメント間の債権の相殺消去等△1,878,806千円、各報告

セグメントに帰属しない全社資産が3,754,306千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利益と調整を行っております。 
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【訂正後】 

      (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 

9,103,821 2,225,635 3,313,032 14,642,490 - 14,642,490 - 14,642,490 

  セグメント間
の内部売上高又
は振替高 

67,265 1,000 44,123 112,389 40,003 152,392 △152,392 - 

計 9,171,086 2,226,636 3,357,156 14,754,897 40,004 14,794,882 △152,392 14,642,490 

セグメント利益
又は損失（△） 

500,566 △25,829 33,157 507,894 △2,143 505,750 245,657 751,408 

セグメント資産 3,754,271 6,212,296 652,830 10,619,397 20,212 10,639,609 1,958,637 12,598,247 

セグメント負債 2,609,512 2,928,524 209,594 5,747,631 1,810 5,749,441 △750,581 4,998,860 

その他の項目         

  減価償却費 12,945 73,842 3,976 90,764 9,038 99,802 21,626 121,429 

 有形固定資産
及び無形固定資
産の増加額 
  

411 31,366 10,873 42,650 - 42,650 256,614 299,264 

 (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245,657千円は、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1,958,637千円にはセグメント間の債権の相殺消去等△1,815,242千円、各報告

セグメントに帰属しない全社資産が3,773,879千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利益と調整を行っております。 
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（略） 

 

(１株当たり情報) 

【訂正前】 

前連結会計年度 
(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24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

１株当たり純資産額 53,638円33銭
 

１株当たり純資産額 90,936円70銭
 

１株当たり当期純損失金額（△） △8,145円00銭
 

１株当たり当期純利益金額 37,086円10銭
 

  
 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。 

 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
株式が存在していないため記載しておりません。 

(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。 

 

【訂正後】 

前連結会計年度 
(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24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

１株当たり純資産額 53,638円33銭
 

１株当たり純資産額 91,535円42銭
 

１株当たり当期純損失金額（△） △8,145円00銭
 

１株当たり当期純利益金額 37,585円17銭
 

  
 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。 

 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
株式が存在していないため記載しておりません。 

(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 

【訂正前】 

項目 
前連結会計年度 

(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24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,670,152 7,539,733 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 27,432 33,818 

    （うち少数株主持分）（千円） (27,432) (33,818) 

普通株式にかかる純資産額（千円） 4,642,719 7,505,914 

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 14,035 

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 82,540 
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【訂正後】 

項目 
前連結会計年度 

(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24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 4,670,152 7,599,387 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 27,432 44,053 

    （うち少数株主持分）（千円） (27,432) (44,053) 

普通株式にかかる純資産額（千円） 4,642,719 7,555,333 

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 14,035 

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 82,540 

 

 

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 

【訂正前】 

項目 
前連結会計年度 

(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24年１月１日 
至 平成24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（△） △8,145円00銭 37,086円10銭 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △704,998 3,163,056 

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） △704,998 3,163,056 

 普通株式の期中平均株式数（株） 86,556 85,290 

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 

- - 
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【訂正後】 

項目 
前連結会計年度 

(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24年１月１日 
至 平成24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（△） △8,145円00銭 37,585円17銭 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △704,998 3,216,473 

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） △704,998 3,216,473 

 普通株式の期中平均株式数（株） 86,556 85,290 

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 

- - 

 

（略） 

 

以 上 

 


