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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代を機に長引いていた円高、株安が一服

し、景気の底打感が見られたものの、依然として海外景気下振によるリスクが残り、また長引くデフレ

や厳しい雇用情勢等の実体経済の改善が見られないなど、不透明な状況で推移しました。 

このような市場環境の下、情報通信・ネットワーク関連製品事業におきましては、前連結会計年度か

らのスマートフォンやタブレット端末の急速な普及を背景として、スマートフォン関連分野の販売が堅

調に推移したほか、多機能でありながら簡単に設定可能なネットワークカメラや新規格「11ac」対応の

無線ＬＡＮルータ等、当社の技術を駆使した独自製品の開発およびリリースに取り組みました。また、

在庫の適正化や財務体質の改善に加え、固定費の削減等に努めました。しかしながらＰＣ周辺機器関連

の需要減少の影響と、急激な円安の影響による仕入原価の上昇により、売上高、営業利益は前年同四半

期を下回りました。 

店頭外国為替証拠金取引等事業におきましては、前連結会計年度に行った事業譲渡の後、新しい金融

サービス開発投資に注力し、自動売買プログラムによるＦＸシステムトレード「シストレ．ＣＯＭ」の

提供を開始し、順調に口座数・預り証拠金を伸ばすことができました。業績面では、事業開始時の先行

投資の影響が大きく、売上高、営業利益とも前年同四半期を下回りました。 

自動車流通事業におきましては、前連結会計年度に引き続き、事業規模の拡大と利益率の高い小売販

売、自動車整備や自動車保険販売等の付随サービスの提供に注力してまいりました。その結果、売上

高、営業利益ともに前年同四半期を上回りました。 

以上により、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高5,714,618千円（前年同四

半期比28.1％減）、営業損失84,799千円（前年同四半期は営業利益722,071千円）、為替差益の計上に

より経常利益319,459千円（前年同四半期比43.9％減）、四半期純利益は231,343千円（前年同四半期比

59.2％減）となりました。 

  

 セグメント別の業績は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3,213,249千円（前年同四半期比31.7％減）、営業利益は107,261千円

（前年同四半期比68.5％減）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35,105千円（前年同四半期比97.9％減）、営業損失は352,120千円

（前年同四半期は営業利益215,715千円）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2,436,912千円（前年同四半期比50.9％増）、営業利益は84,897千円

（前年同四半期比75.4％増）となりました。 

  

資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末比434,116千円増の13,032,363千円

であります。これは主に建物及び構築物、土地の増加によるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間における負債は、前連結会計年度末比645,981千円増の5,644,841千円とな

りました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産） 

当第２四半期連結会計期間における純資産は、前連結会計年度末比211,864千円減の7,387,522千円と

なりました。これは主に配当による利益剰余金の減少によるものであります。 

  

近の業績動向を踏まえまして、平成25年２月18日に公表しました平成25年12月期通期連結業績予想

につきまして見直しを行いました。詳細につきましては、本日、別途開示しております「第２四半期累

計期間業績予想値と実績値との差異及び営業外収益の発生並びに通期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,983,705 3,759,319

売掛金 1,171,727 567,049

有価証券 8,638 －

商品及び製品 1,246,352 904,494

原材料及び貯蔵品 3,717 3,524

繰延税金資産 98,706 19,724

外国為替等取引顧客区分管理信託 1,378,997 1,950,000

外国為替等取引差入担保金 169,027 502,744

外国為替等保証金取引評価勘定 5,543 13,462

その他 740,325 622,663

貸倒引当金 △6,516 △3,833

流動資産合計 10,800,226 8,339,149

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 278,346 1,295,174

減価償却累計額 △15,764 △30,980

建物及び構築物（純額） 262,582 1,264,193

車両運搬具 14,235 6,731

減価償却累計額 △3,114 △4,025

車両運搬具（純額） 11,121 2,706

工具、器具及び備品 76,311 124,548

減価償却累計額 △63,226 △112,991

工具、器具及び備品（純額） 13,085 11,557

土地 528,031 2,186,937

有形固定資産合計 814,821 3,465,394

無形固定資産

のれん 3,097 1,548

ソフトウエア 53,866 50,916

その他 2,645 92,557

無形固定資産合計 59,609 145,023

投資その他の資産

投資有価証券 575,700 587,354

長期貸付金 240,311 366,469

繰延税金資産 10,186 8,460

その他 97,391 120,511

投資その他の資産合計 923,589 1,082,796

固定資産合計 1,798,020 4,693,214

資産合計 12,598,247 13,032,363
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,882,069 560,878

短期借入金 200,000 300,000

1年内償還予定の社債 66,800 66,400

1年内返済予定の長期借入金 153,196 248,059

未払金 213,432 219,425

未払法人税等 605,168 46,255

返品調整引当金 702 315

外国為替等保証金取引預り保証金 1,190,133 1,850,030

その他 110,368 93,445

流動負債合計 4,421,871 3,384,810

固定負債

社債 33,000 －

長期借入金 455,138 2,078,275

繰延税金負債 88,850 98,930

その他 － 82,825

固定負債合計 576,988 2,260,031

負債合計 4,998,860 5,644,841

純資産の部

株主資本

資本金 2,090,287 2,090,287

資本剰余金 1,330,232 1,330,232

利益剰余金 4,826,066 4,644,709

自己株式 △618,521 △675,776

株主資本合計 7,628,065 7,389,453

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 23,561 48,067

為替換算調整勘定 △96,293 △97,829

その他の包括利益累計額合計 △72,732 △49,762

少数株主持分 44,053 47,831

純資産合計 7,599,387 7,387,522

負債純資産合計 12,598,247 13,032,363
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

売上高

商品及び製品売上高 6,662,917 5,679,512

金融収益 1,284,004 35,105

売上高合計 7,946,922 5,714,618

売上原価 5,631,867 4,982,294

売上総利益 2,315,054 732,324

返品調整引当金繰入額 467 315

返品調整引当金戻入額 285 702

差引売上総利益 2,314,872 732,711

販売費及び一般管理費

役員報酬 98,710 88,878

給料及び賞与 262,623 188,308

広告宣伝費 394,037 98,486

運賃 28,128 18,817

賞与引当金繰入額 6,442 －

貸倒引当金繰入額 15,139 －

業務委託費 139,146 84,405

研究開発費 265 2,566

その他 648,306 336,048

販売費及び一般管理費合計 1,592,801 817,511

営業利益又は営業損失（△） 722,071 △84,799

営業外収益

受取利息及び配当金 9,190 2,596

有価証券売却益 － 327

為替差益 － 399,048

還付加算金 11,609 －

貸倒引当金戻入益 － 2,699

雑収入 3,241 19,320

営業外収益合計 24,041 423,992

営業外費用

支払利息 7,296 8,842

為替差損 160,924 －

雑損失 8,697 10,890

営業外費用合計 176,918 19,732

経常利益 569,193 319,459

特別利益

固定資産売却益 － 882

関係会社清算益 12,962 －

特別利益合計 12,962 882
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

特別損失

固定資産除却損 12,485 317

投資有価証券評価損 17,572 12,037

減損損失 21,893 －

訴訟費用 － 2,251

その他 8,858 19

特別損失合計 60,810 14,626

税金等調整前四半期純利益 521,345 305,716

法人税、住民税及び事業税 52,440 △20,253

法人税等調整額 △103,267 90,849

法人税等合計 △50,827 70,595

少数株主損益調整前四半期純利益 572,172 235,120

少数株主利益 5,304 3,777

四半期純利益 566,868 231,343
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 572,172 235,120

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 3,564 24,505

繰延ヘッジ損益 32,300 －

為替換算調整勘定 △8,548 △1,535

その他の包括利益合計 27,316 22,969

四半期包括利益 599,489 258,090

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 594,184 254,312

少数株主に係る四半期包括利益 5,304 3,777
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該当事項はありません。  

  

  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)  「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、不動産事業、設計ソリューション

事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
(注)  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。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

   (単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計情報通信・ 
ネットワーク 
関連製品事業

店頭外国為替
証拠金取引等

事業

自動車流通
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 3,195,249 35,105 2,436,912 5,667,267 47,350 5,714,618

セグメント間の内部売上高
又は振替高

18,000 - - 18,000 2,400 20,400

計 3,213,249 35,105 2,436,912 5,685,267 49,750 5,735,018

セグメント利益又は損失(△) 107,261 △352,120 84,897 △159,960 26,608 △133,351

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △159,960

「その他」の区分の利益 26,608

セグメント間取引消去 51

のれんの償却額 △1,548

報告セグメントに配分していない損益（注） 49,329

その他の調整額 719

四半期連結損益計算書の営業損失 △84,799

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

-<10>-

プラネックスホールディング㈱（6784） 平成25年12月期 第２四半期決算短信


	summry
	html_gene



