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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 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、第64期中間については１株当たりの中間(当

期)純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。第65期中間、第64期及び第65期に

ついては、潜在株式は存在しますが１株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「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

準適用指針第８号)を適用しております。 

４ 第65期中間において、明成インフォテック株式会社（現 アイレックスインフォテック株式会社）を新たに

連結の範囲に含めております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第64期中 第65期中 第66期中 第64期 第65期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 3,916,035 4,629,673 5,072,353 7,916,995 10,938,557

経常利益又は 
経常損失（△）

(千円) △826,541 △419,892 320,204 △1,513,140 254,938

中間純利益又は中間（当
期）純損失（△）

(千円) △2,707,007 △296,963 255,468 △3,161,643 △489,512

純資産額 (千円) △1,901,701 505,807 1,300,075 674,002 1,088,257

総資産額 (千円) 7,633,175 6,425,971 5,993,663 8,008,464 6,610,766

１株当たり純資産額 (円) △123.36 △42.49 △16.46 △31.48 △24.34

１株当たり中間純利益又
は中間 (当期 )純損失
（△）

(円) △175.60 △10.10 8.69 △189.97 △16.64

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益

(円) ― ― 4.16 ― ─

自己資本比率 (％) △24.91 5.45 18.62 8.41 13.37

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △412,326 △906,941 361,768 △373,943 △1,054,069

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 436,354 145,378 △334,682 1,425,923 112,540

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △119,460 △684,908 △300,747 1,404,255 △895,096

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 216,759 1,323,092 659,654 2,769,928 933,315

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名)
466
(135)

464
(106)

950
( 55)

296
( 57)

960
( 59)



(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 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、第64期中間については１株当たりの中間(当

期)純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。第64期及び第65期中間について

は、潜在株式は存在しますが、１株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「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

準適用指針第８号)を適用しております。 

  

回次 第64期中 第65期中 第66期中 第64期 第65期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 2,077,233 3,899,680 3,798,328 4,515,744 8,956,124

経常利益又は 
経常損失（△）

(千円) △662,019 △478,429 232,324 △1,151,729 14,779

中間(当期)純利益 
又は中間（当期） 
純損失（△）

(千円) △2,796,122 △316,823 225,386 △3,296,663 284,136

資本金 (千円) 3,467,050 1,540,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000

発行済株式総数 (株) 15,417,400 45,417,400 45,417,400 45,417,400 45,417,400

純資産額 (千円) △2,005,379 188,119 975,030 534,581 775,061

総資産額 (千円) 5,269,319 5,853,489 5,270,954 7,446,278 5,897,197

１株当たり純資産額 (円) △130.09 △48.00 △21.25 △36.22 △28.05

１株当たり中間(当期)純
利益又は中間 
（当期）純損失（△）

(円) △181.38 △10.77 7.66 △198.08 9.66

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― 3.67 ― 4.62

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ ― ─

自己資本比率 (％) △38.06 3.21 18.5 7.17 13.1

従業員数
(ほか、平均臨時雇用者数)

(名)
241
(41)

244
(63)

668
(54)

245
(57)

727
(46)



２ 【事業の内容】 

(1) 事業内容の主要な変更 

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）が営んでいる事業の内容に

重要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

  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。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９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( )内に当中間連結会計期間の平均雇用人員を外書で記載してお

ります。 

従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９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( )内に当中間会計期間の平均雇用人員を外書で記載しておりま

す。 

従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループ(当社及び連結子会社)には労働組合は結成されていないものの労使関係は良好であり、

現在、特に記すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

プリント配線板事業 159 ( 46)

システム事業 791 ( 9)

合計 950 ( 55)

従業員数(名) 668 ( 54)



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の我が国経済は、年度始めには電子部品や鉄鋼などの分野で弱含みが見られ始め

景気回復の陰りが懸念されましたものの、６月には2002年２月に始まった景気回復期間の戦後最長記録

を更新し、高水準の企業収益に支えられて設備投資も引き続き増加し、消費者物価が前年比ゼロ％近傍

で推移したことから個人消費も底堅く推移してまいりました。 

しかしながらその内容には濃淡があり、電子業界においては、民生用電子機器はデジタルカメラの二

桁増を主要因として、液晶テレビ、自動車関連、アミューズメント関連などは堅調に推移いたしました

が、個別ではプラズマテレビ・携帯電話・パソコンなどが二桁台の落ち込みとなっております。また、

産業用電子機器においても、ネットワーク機器や電子デバイス関連などの落ち込みが深刻なものとなっ

ております。 

プリント配線板業界においては、年度始めから需要量が下降に向けて推移してきており、2005年の年

央から続いてきた回復基調に陰りが見え始めてまいりました。第２四半期に入ってからのワンセグタイ

プの携帯電話の需要急伸に支えられてはいるものの、産業用電子機器では海外品による市場攻勢が続い

ており、全体として当下半期から2008年の年央にかけて更に下降する可能性が強まってまいりました。

  

(プリント配線板事業) 

このような中にあって、当中間連結会計期間における当社グループのプリント配線板事業は、携帯電

話の需要等により比較的堅調に推移いたしましたコンポーネント・モジュール系基板は計画を上回りま

したが、業界全体の下降傾向に加えて不採算製品の戦略的選択受注施策を展開したマザーボード関連基

板は計画を大幅に下回りました。その結果、当中間連結会計期間のプリント配線板事業の売上高は

1,613,505千円（前年同期比27.3％減）、営業損失は394,832千円（前年同期比19.3％減）となりまし

た。 

  

(システム事業) 

当中間連結会計期間のシステム事業は、大手電機メーカーの大型案件を複数受注することができ、ま

た、当社において下期に計画されておりました受注案件が上期に前倒しされたものもあり売上高が大幅

に増加いたしました。その結果、当中間連結会計期間のシステム事業の売上高は3,458,847千円（前年

同期比43.5％増）、営業利益は850,474千円（前年同期比657.6％増）となりました。 

  

なお、従来、当社管理部門は主にプリント配線板事業に従事していたため当該部門の費用は同事業に

帰属するものとして処理しておりましたが、システム事業の取引高の増加、及び出向社員を含む従業員

の増加等に伴いシステム事業に係る事務処理の負担が増大したため、当該部門の費用はプリント配線板

事業セグメントから除外し全社費用として処理することといたしました。この結果、従来の方法によっ

た場合に比べ、プリント配線板事業の営業費用は106,146千円減少し、営業損失が同額減少しておりま

す。 

以上の結果、当中間連結会計期間における連結売上高は5,072,353千円（前年同期比 9.6%増）、営業

利益は349,496千円（前年同期比 726,263千円増）、経常利益は320,204千円（前年同期比 740,097千円

増）となり、中間期としては３期ぶりに経常黒字化いたしました。また、貸倒引当金戻入益などの特別

損益を加えた中間純利益でも255,468千円（前年同期比 552,432千円増）となり、同様に黒字化いたし

ました。 

  

なお、所在地別セグメント情報につきましては、日本以外への売上高がありませんので、記載を省略



しております。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、税金等調

整前中間純利益の計上と売上債権の減少などにより資金が増加いたしましたが、貸付や借入金の返済な

どによる支出で資金が減少し、前中間連結会計期間末に比べ663,438千円減少（前年同期比50.1％減）

し、当中間連結会計期間末には659,654千円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

仕入債務、未払消費税等、割引手形などの減少、法人税等の支払により資金が減少いたしましたが、

税金等調整前中間純利益の計上、及び売上債権の減少などにより資金が増加し、当中間連結会計期間で

は361,768千円の資金が増加（前年同期は906,941千円の支出超過）いたしました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

貸付金の回収、定期預金の払戻しなどにより資金が増加いたしましたが、増資資金残高の効率的な資

金運用を図るために親会社であるＴＣＳホールディングス株式会社に消費寄託として預入れた貸付によ

る支出、子会社株式の取得、定期預金の預入などによる支出により資金が減少し、334,682千円の支出

超過（前年同期は145,378千円の増加）となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

長期借入による収入により資金が増加いたしましたが、短期借入金の減少、長期借入金の返済による

支出などにより資金が減少し、300,747千円の支出超過（前年同期比 56.1％減）となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

  

 
(注) 金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

  

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 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。 

  

 
  
(注) ※１ プリント配線板事業の生産実績、受注実績、販売実績の前中間連結会計期間と比較した場合の主な減少の

要因は、プリント配線板業界全体の需要減少と、不採算製品の戦略的選択受注によるものであります。 

   ※２ システム事業の生産実績、受注実績、販売実績の前中間連結会計期間と比較した場合の主な増加の要因

は、大手電機メーカーの大型案件を複数受注できたこと、及び当社において下期に計画されておりました受

注案件が上期に前倒しされたためであります。 

事業の種類別 
セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

生産高 (千円) 前年同期比 (％)

プリント配線板事業 （※１ 905,165 △32.7

システム事業    （※２ 3,458,847 43.6

合 計 4,364,013 16.2

事業の種類別 
セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

受注高(千円) 前年同期比（％） 受注残高(千円) 前年同期比（％）

プリント配線板事業 （※１ 1,460,209 △33.2 492,073 △30.0

システム事業    （※２ 3,951,582 63.0 492,734 3,516.5

合 計 5,411,792 17.4 984,807 37.4

事業の種類別 
セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

売上高(千円) 前年同期比(％)

プリント配線板事業 （※１ 1,613,505 △27.3

システム事業    （※２ 3,458,847 43.5

合 計 5,072,353 9.6

相手先

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

日本電気通信システム㈱ 871,160 18.8 723,430 14.3

松下電器産業株式会社 
半導体社

635,316 13.7 686,100 13.5

ＮＥＣシステムテクノロ
ジー株式会社

68,205 1.5 630,458 12.4



  

３ 【対処すべき課題】 

プリント配線板業界は、全体として当下半期から2008年の年央にかけて更に下降する可能性が強まって

まいりました。それによりコンポーネント・モジュール系基板、マザーボード関連基板ともに受注高が当

初予想よりも下回ることが予想されます。 

当社グループは利益体質への変革をより一層確実なものとする為、引き続き、 

（１）電子部品製品におけるトータルソリューションサービスの展開 

（２）プリント配線板製造事業とシステム事業を二本柱とする 

（３）ＴＣＳホールディングス株式会社グループの各企業と連携した新規顧客の共同開拓 

（４）不採算受注の撲滅 

の４つの諸施策の推進を図ることにより黒字定着を目指していく所存であります。 

  

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おりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間のプリント配線板事業の研究開発活動は、電子機器の高速化及び多機能化と小型薄

型化の要求に対応するための高密度プリント配線板の開発をメインとしています。具体的には今後の携帯

機器の小型薄型・高機能化を実現する為の高密度微細配線を実現、受動素子内蔵化実現のための開発を実

施しております。 

また、環境ISO14000に対応するためのハロゲンフリー、鉛フリープリント配線板や株式会社デンソーが

中心となるPALAPコンソーシアム活動への参画等を通じて新材料・新工法のプリント配線板の開発も取り

組んでおります。 

なお、当中間連結会計期間におけるプリント配線板事業の研究開発費の総額は1,305千円であります。 

  

  



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】 

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。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、除却等の計画はありません。 

  

  

  



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) A種優先株式の内容は以下のとおりであります。 

(1) 種類株式の名称            株式会社アイレックスA種優先株式 

(以下「優先株式」という。) 

(2) 発行株式数                16,000,000株 

(3) 発行価額             １株につき 金100円 

(4) 発行価額の総額            1,600,000,000円 

(5) 発行価額中の資本組入額       １株につき 金50円 

(6) 資本組入額の総額            800,000,000円 

(7) 申込期日               平成18年２月27日 

(8) 払込期日               平成18年２月28日 

(9) 配当起算日              平成17年４月１日 

(10) 発行方法               第三者割当の方法により、引受人に割り当てる。 

(11) 継続保有に関する事項         該当なし 

(12) 利益配当 

(イ) 優先株式を有する株主(以下「優先株主」という。)又は優先株式の登録質権者(以下「優先登録質権

者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録質権者

(以下「普通登録質権者」という。)に先立ち、優先株式１株につき２円を限度として優先的に配当金

(以下「優先配当金」という。)を支払う。 

(ロ) 中間配当は行わない。 

(ハ) ある営業年度における優先配当金の不足額は、翌営業年度以降に累積しない。 

(ニ) 優先株主又は優先登録質権者に対して優先配当金の額を超えて配当は行わない。 

(13) 残余財産の分配 

当社の残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録質権者に対し、普通株主又は普通登録質権者に

先立ち、優先株式１株につき100円を支払う。 

優先株主又は優先登録質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。 

(14) 買受又は強制消却 

当社は、平成21年３月１日以降、いつでも優先株式を買受けることができる。 

また、当社は、取締役会の決議により、取得日として定めた日の到来により、優先株式を強制消却(取得を

含む。)することができる。なお、１株当たりの買受価格又は強制消却の対価は、優先株主又は優先登録質権

者に対して、優先株式１株につき発行価格に1.05を乗じた価額とする。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 165,669,000

A種優先株式 16,000,000

計 181,669,000

種類
中間会計期間末現在 

発行数(株) 
(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,417,400 29,417,400
株式会社ジャスダ
ック証券取引所

―

A種優先株式 16,000,000 16,000,000 ― (注)

計 45,417,400 45,417,400 ― ―



(15) 償還請求権 

優先株主は、平成21年３月１日以降において、直近営業年度の貸借対照表確定時の法令で定める「分配可

能額」から、２億円を控除した額を上限として、優先株式の全部または一部を１株当たり100円で当社に対し

て償還(取得を含むものとする。)を請求することができる。ただし、分配可能額は 終営業年度の貸借対照

表確定時に剰余金の分配をした場合は、当該分配額を分配可能額から控除した金額とする。 

(16) 議決権 

優先株主は、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。 

(17) 株式の併合又は分割 

当社は、法令に定める場合を除き、優先株式について、株式の併合又は分割は行わない。 

(18) 新株引受権等の付与 

当社は、株主に新株の引受権、新株予約権の引受権又は新株予約権付社債の引受権を与えるときは、各々

の場合に応じて、普通株主には普通株式の、優先株主には優先株式の、新株の引受権、新株予約権の引受権

又は新株予約権付社債の引受権を同時に同一割合で与える。 

(19) 転換予約権 

A種優先株主は、下記に定める条件に従い、下記①に定める期間内に転換を請求することにより、１株につ

き下記③から⑤に定める転換価額により、A種優先株式を当社普通株式に転換することができる。 

① 転換請求期間 

平成23年３月１日以降とする。 

② 転換により発行すべき普通株式数 

A種優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

 
発行株式数の算出に当たり１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

③ 当初転換価額 

当初転換価額は50円とする。 

④ 転換価額の修正 

転換価額は、平成24年３月１日以降、毎年３月１日(以下、それぞれ「転換価額修正日」という。)に、

各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社JASDAQ証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)に修正される(修正後

転換価額は円位未満小数点第２位まで算出し、その少数第２位を四捨五入する。なお、上記の時価算定期

間の初日から転換価額修正日の前日までの日に、下記⑤で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、

当該平均値は、下記⑤に準じて取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、

修正後転換価額が当初転換価額の50％(以下「下限転換価額」という。ただし、下限転換価額は、下記⑤に

より転換価額が調整された場合は調整後転換価額を調整前転換価額で除した比率(以下「調整比率」とい

う。)に応じて調整される。下限転換価額は、円位未満少数第２位まで算出し、その少数第２位を四捨五入

する。)を下回る場合には下限転換価額をもって、また修正後転換価額が当初転換価額の150％(以下「上限

転換価額」という。ただし、上限転換価額は、下記⑤により転換価額が調整された場合は調整比率に応じ

て調整される。上限転換価額は、円位未満少数第２位まで算出し、その少数第２位を四捨五入する。)を上

回る場合には上限転換価額をもって修正後転換価額とする。 

⑤ 転換価額の調整 

ⅰ 当社は、A種優先株式発行後、本号ⅱに掲げる各事由により、当社の普通株式数に変更を生じる場合又

は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転

換価額を調整する。 

 
ⅱ 転換価額調整式によりA種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期

については、次に定めるところによる。 

  

(イ)本号ⅳ(ロ)に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当社の

有する当社の普通株式を処分する場合。 

調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降、これを適用する。 

転換発行により発行
すべき普通株式数

＝
A種優先株主が転換請求のために
提出したA種優先株式の発行価額総額

÷ 転換価額

既発行 
普通株式

＋
新発行・処分普通株式数×１株当たりの発行・処分価額

調整後 
転換価額

＝
調整前 
転換価額

×
時価

既発行普通株式数＋新発行・処分普通株式数



(ロ)株式分割により普通株式を発行する場合。 

調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。 

ただし、配当可能利益から資本に組み入れられることを条件にその部分をもって株式分割により普

通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総

会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配

当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の

資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに転換をなした者に対しては、次の算出方法によ

り、当社の普通株式を新たに発行する。 

 
この場合に、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(ハ)本号ⅳ(ロ)に定める時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券もしくは転換でき

る証券又は新株予約権の行使によって発行される普通株式１株当たりの発行価額が時価を下回ること

となる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合。 

調整後の転換価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の転

換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出す

るものとし、払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)の翌日以降これを適用する。

ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 

ⅲ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどま

る限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、この差額相当額は、その後転換価額の調整を

必要とする事由が発生した場合に算出される調整後の転換価額にそのつど算入する。 

ⅳ(イ)転換価額調整式の計算については、円位未満少数第２位まで算出し、その少数第２位を四捨五入す

る。 

(ロ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(ただし、本号ⅱ(ロ)ただし書の

場合は株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社JASDAQ証券取引所における当社の

普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。こ

の場合、平均値の計算は、円位未満少数第２位まで算出し、その少数第２位を四捨五入する。 

(ハ)転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また株主割当日

がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数か

ら、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。 

ⅴ 当社は、本号ⅱの転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が適当

と判断する転換価額の調整を行うものとする。 

(イ)株式の併合、資本の減少、商法第373条に定められた新設分割、商法第374条ノ16に定められた吸収

分割、又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。 

(ロ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要と

するとき。 

(ハ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算

出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

⑥ 転換請求受付場所 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号 

日本証券代行株式会社 

⑦ 転換の効力発生 

転換の効力は、転換請求書及びA種優先株式の株券が、上記⑥に記載する転換請求受付場所に到達したと

きに発生する。ただし、A種優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。 

(20) 転換後第１回目の普通株式への配当 

優先株式の転換により発行された普通株式に対する 初の利益配当金は、転換の請求が４月１日から９月

30日までになされたときには４月１日に、10月１日から翌年３月31日までになされたときには10月１日に、

それぞれ転換があったものとみなしてこれを支払う。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

( 調整前 
 転換価額

－
調整後
転換価額 )

×
調整前転換価額をもって転換により 
当該期間内に発行された株式数株式数 ＝

調整後転換価額



(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】 

  

 
  

(5) 【大株主の状況】 

① 普通株式 

平成19年９月30日現在 

 
  

② A種優先株式 

平成19年９月30日現在 

 
  

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 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

― 45,417,400 ― 1,540,000 ― 1,510,000

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

TCSホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋本町４丁目８番14号 16,700 56.77

北部通信工業株式会社 福島県福島市伏拝字沖27番１号 2,200 7.48

シグマトロン株式会社 東京都中央区日本橋本町４丁目８番14号 1,514 5.15

コンピュートロン株式会社 群馬県前橋市問屋町１丁目11番２号 1,004 3.41

株式会社横浜銀行
神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目
１番１号

460 1.56

松 浦 行 子 東京都中央区 376 1.28

小 泉 章 代 京都府長岡京市 313 1.06

小 泉 信 一 京都府長岡京市 293 1.00

日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿２丁目１番１号 250 0.85

大阪証券金融株式会社(業務口) 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４番６号 196 0.67

計 ― 23,306 79.22

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

TCSホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋本町４丁目８―14 16,000 100.00

計 ― 16,000 100.00



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 1,000株(議決権 1個)含まれており

ます。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には自己保有株式が 213株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

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公表によるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
A種優先株式

16,000,000
―

「１株式等の状況」の「(1)株式の
総数等」の「②発行済株式」の注記
参照

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 3,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式 

29,407,000
29,407 ―

単元未満株式   
普通株式 

7,400
― ―

発行済株式総数 45,417,400 ― ―

総株主の議決権 ― 29,407 ―

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)
株式会社アイレックス

神奈川県横浜市都筑区 
川和町280番地

3,000 ― 3,000 0.0

計 ― 3,000 ― 3,000 0.0

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 86 83 106 118 111 88

低(円) 80 61 71 73 70 67



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。 

 なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則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。 

 なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則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、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並びに中

間財務諸表について、新日本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９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３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

    現金及び預金 1,361,997 698,564 972,223

    受取手形及び 
    売掛金

※５ 1,914,131 2,026,256 2,511,542

    たな卸資産 402,881 473,646 526,338

    その他 213,746 405,612 124,017

    貸倒引当金 △2,899 △3,936 △ 3,565

   流動資産合計 3,889,857 60.5 3,600,143 60.1 4,130,556 62.5

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※２

    建物及び構築物 ※３ 851,184 766,483 809,388

    機械装置及び 
    運搬具

※３ 47,122 69,459 52,043

    工具器具備品 ※３ 114,259 104,289 118,213

    土地 ※３ 1,068,244 1,068,244 1,068,244

    建設仮勘定 7,810 － 15,802

   有形固定資産合計 2,088,620 32.5 2,008,476 33.5 2,063,692 31.2

 (2) 無形固定資産 7,639 0.1 3,814 0.0 3,796 0.1

 (3) 投資その他の資産

    投資有価証券 ※３ 404,938 348,711 380,740

    その他 80,682 75,537 77,409

    貸倒引当金 △45,766 △43,018 △ 45,428

   投資その他の資産 
   合計

439,853 6.9 381,229 6.4 412,721 6.2

   固定資産合計 2,536,114 39.5 2,393,519 39.9 2,480,209 37.5

   資産合計 6,425,971 100.0 5,993,663 100.0 6,610,766 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３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

   支払手形及び買掛金 1,358,750 667,537 986,675

   短期借入金
※３ 
※４

2,617,835 1,439,185 2,474,872

   １年内償還社債 ─ 500,000 ─

   未払金 ─ 304,215 325,712

   賞与引当金 47,463 78,867 52,616

   その他 368,258 227,783 330,471

  流動負債合計 4,392,308 68.3 3,217,588 53.7 4,170,347 63.1

Ⅱ 固定負債

   社債 500,000 ─ 500,000

   長期借入金 ※３ 172,271 839,986 105,046

   退職給付引当金 382,247 363,738 380,170

   役員退職慰労引当金 ─ 779 ─

   リース資産減損勘定 369,867 205,186 287,168

   その他 103,468 66,308 79,776

  固定負債合計 1,527,854 23.8 1,475,998 24.6 1,352,161 20.5

  負債合計 5,920,163 92.1 4,693,587 78.3 5,522,508 83.5

 (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 1,540,000 24.0 1,540,000 25.7 1,540,000 23.3

   資本剰余金 1,510,000 23.5 1,510,000 25.2 1,510,000 22.9

   利益剰余金 △2,082,280 △32.4 △2,019,361 △33.7 △2,274,829 △ 34.5

   自己株式 △476 △0.0 △476 △0.0 △ 476 △0.0

   株主資本合計 967,243 15.1 1,030,162 17.2 774,694 11.7

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

124,486 1.9 85,715 1.4 109,266 1.7

   為替換算調整勘定 △741,436 △11.5 ─ ─ ─ ─

   評価・換算差額等 
   合計

△616,949 △9.6 85,715 1.4 109,266 1.7

Ⅲ 少数株主持分 155,514 2.4 184,196 3.1 204,296 3.1

   純資産合計 505,807 7.9 1,300,075 21.7 1,088,257 16.5

   負債純資産合計 6,425,971 100.0 5,993,663 100.0 6,610,766 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９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４月１日
至 平成19年３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 4,629,673 100.0 5,072,353 100.0 10,938,557 100.0

Ⅱ 売上原価 4,679,990 101.1 4,377,437 86.3 9,932,349 90.8

  売上総利益又は 
  売上総損失（△）

△50,316 △1.1 694,915 13.7 1,006,208 9.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１

   販売費 13,530 15,601 28,918

   一般管理費 312,920 326,450 7.0 329,818 345,419 6.8 649,915 678,833 6.2

  営業利益又は 
  営業損失（△）

△376,767 △8.1 349,496 6.9 327,374 3.0

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 6,965 2,674 11,843

   受取配当金 2,788 3,783 3,953

   賃貸料収入 12,183 6,007 18,602

   為替差益 － 1,864 97

   持分法投資利益 － 54 －

   その他 1,917 23,854 0.5 2,218 16,603 0.3 5,100 39,597 0.4

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 46,632 42,873 91,763

   売掛債権売却損 － 43 4,008

   持分法投資損失 12,112 － 11,655

   為替差損 3,724 － ─

   その他 4,509 66,978 1.5 2,978 45,894 0.9 4,605 112,033 1.0

  経常利益又は 
  経常損失（△）

△419,892 △9.1 320,204 6.3 254,938 2.3

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 ※２ 78 66 122

   貸倒引当金戻入益 176,799 1,271 176,585

   その他 16 176,895 3.8 － 1,337 0.0 18,937 195,645 1.8

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※３ 222 9 232

   投資有価証券評価損 － － 1,411

   関係会社清算に伴う 
   為替換算調整勘定 
   取崩損

－ 114 738,856

   その他 3 226 0.0 － 123 0.0 16,285 756,786 6.9

 税金等調整前中間純利益 
 又は中間(当期)純損失 
 （△）

△243,223 △5.3 321,419 6.3 △306,203 △ 2.8

   法人税、住民税及び 
   事業税

34,897 46,989 119,691

   法人税等調整額 △479 34,417 0.7 △7,034 39,955 0.8 △ 4,494 115,196 1.1

   少数株主利益 19,322 0.4 25,995 0.5 68,112 0.6

  中間純利益又は中間 
  (当期)純損失（△）

△296,963 △6.4 255,468 5.0 △489,512 △ 4.5



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４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

 
  
  
当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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３月31日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 △1,785,317 △363 1,264,319

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 － － △296,963 － △296,963

 自己株式の増加 － － － △112 △112

 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)
－ － △296,963 △112 △297,076

平成18年９月30日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 △2,082,280 △476 967,243

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

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 154,013 △744,329 △590,316 64,706 738,709

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 － － － － △296,963

 自己株式の増加 － － － － △112

 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)
△29,526 2,893 △26,633 90,808 64,174

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円)
△29,526 2,893 △26,633 90,808 △232,901

平成18年９月30日残高(千円) 124,486 △741,436 △616,949 155,514 505,807

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19年３月31日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 △2,274,829 △476 774,694

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 － － 255,468 － 255,468

 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)
－ － 255,468 － 255,468

平成19年９月30日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 △2,019,361 △476 1,030,162



  

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
  

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

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 109,266 109,266 204,296 1,088,257

中間連結会計期間中の変動額

 中間純利益 － － － 255,468

 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)
△23,550 △23,550 △20,099 △43,650

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円)
△23,550 △23,550 △20,099 211,818

平成19年９月30日残高(千円) 85,715 85,715 184,196 1,300,075

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３月31日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 △1,785,317 △363 1,264,319

当連結会計年度中の変動額

 当期純損失 － － △489,512 － △489,512

 自己株式の増加 － － － △112 △112

 株主資本以外の項目の当連結

 会計年度中の変動額(純額)
－ － － － －

当連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
－ － △489,512 △112 △489,625

平成19年３月31日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 △2,274,829 △476 774,694

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

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 154,013 △744,329 △590,316 64,706 738,709

当連結会計年度中の変動額

 当期純損失 － － － － △489,512

 自己株式の増加 － － － － △112

 株主資本以外の項目の当連結 

 会計年度中の変動額(純額)
△44,746 744,329 699,583 139,590 839,173

当連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
△44,746 744,329 699,583 139,590 349,547

平成19年３月31日残高(千円) 109,266 － 109,266 204,296 1,088,257



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の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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
  税金等調整前中間純利益又は 
  中間(当期)純損失(△)

△243,223 321,419 △ 306,203

  減価償却費 73,913 70,911 146,144

  貸倒引当金の増加額 
  (△減少額)

△275,286 △ 2,038 △ 274,958

  賞与引当金の増加額 
  (△減少額)

3,884 26,250 9,037

  退職給付引当金の増加額 
  (△減少額)

9,435 △ 16,431 7,723

  役員退職慰労引当金の増加額 
  (△減少額)

－ 779 －

  受取利息及び受取配当金 △9,753 △ 6,458 △ 15,796

  支払利息 46,632 42,873 91,763

  関係会社清算に伴う為替換算 
  調整勘定取崩損

－ 114 738,856

  固定資産売却益 － △ 66 －

  固定資産除却損 222 9 232

  持分法投資損失(△利益) 12,112 △ 54 11,655

  売上債権の減少額(△増加額) △64,713 509,755 △ 675,764

  たな卸資産の減少額 
  (△増加額)

87,118 52,692 △ 36,338

  破産更生債権の減少額 
  (△増加額)

133,447 2,419 133,447

  仕入債務の増加額(△減少額) △424,008 △ 319,137 △ 796,083

  未払消費税等の増加額 
  (△減少額)

1,618 △ 44,688 91,437

  割引手形の増加額(△減少額) 3,601 △ 24,470 17,241

  その他 △180,365 △ 125,380 △ 52,245

小計 △825,363 488,500 △ 909,849

  利息及び配当金の受取額 9,533 6,512 15,503

  利息の支払額 △42,438 △ 40,953 △ 87,037

  法人税等の支払額 △48,672 △ 92,290 △ 72,686

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

△906,941 361,768 △ 1,054,069

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

  定期預金の預入による支出 △38,905 △ 38,910 △ 38,908

  定期預金の払戻しによる収入 103,905 38,908 103,905

  有形固定資産の取得による 
  支出

△56,009 △ 15,756 △ 106,118

  有形固定資産の売却による 
  収入

107,172 69 120,114

  投資有価証券の取得による 
  支出

△1,198 △ 7,597 △ 2,825

  子会社株式取得による支出 － △ 40,815 －

  連結の範囲変更に伴う子会社 
  株式取得による収入

21,946 － 21,946

  貸付による支出 － △ 540,600 －

  貸付金の回収による収入 － 271,054 －

  その他 8,467 △ 1,033 14,427

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

145,378 △ 334,682 112,540



 
  

前中間連結会計期間の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

  短期借入金の純増減(△)額 △174,626 △ 1,155,043 △ 203,675

  長期借入れによる収入 － 1,030,000 －

  長期借入金の返済による支出 △510,169 △ 175,704 △ 691,309

  自己株式の取得による支出 △112 － △ 112

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△684,908 △ 300,747 △ 895,096

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額

△365 － 12

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  又は減少額(△)

△1,446,835 △ 273,661 △ 1,836,613

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

2,769,928 933,315 2,769,928

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

1,323,092 659,654 933,315



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４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当社グループは、主要取引先から

の携帯電話関連の受注高が大幅に減

少したことにより、第62期連結会計

年度（平成16年2月1日から平成16年

9月30日の８ヶ月決算）から４期連

続して多額な営業損失を計上し、ま

た、中間連結キャッシュ・フロー計

算書における営業活動によるキャッ

シュ・フロー(△906,941千円)も第

63期連結会計年度（平成16年10月1

日から平成17年3月31日の６ヶ月決

算）から３期連続してマイナスとな

っております。当該状況により、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。

中間連結財務諸表提出会社である

当社は、この状況を解消すべく平成

17年10月に策定いたしました「中期

経営計画」の推進を通して、一刻も

早い赤字体質からの脱却と、現状の

市場環境においても利益を確保する

ことができる企業体質への変革に邁

進しております。

当該計画は従来のプリント配線板

事業で蓄積したノウハウを生かし、

平成17年6月に立ち上げたシステム

事業本部の積極的展開を軸として、

当社の親会社であるＴＣＳホールデ

ィングス株式会社とそのグループ企

業とともに、電子部品製品の開発設

計から製品化まで事業範囲を拡大

し、新たな需要の創造と受注の確

保、拡大を図る計画であり、基本コ

ンセプトと当中間連結会計期間にお

ける成果は、以下のとおりでありま

す。

 (1).電子部品製品におけるトータル

ソリューションサービスの展開

プリント配線板製造と実装を一

体化した受注に注力し、電子部品

製品の開発設計から部品・製品化

までの一貫受注を目指し、付加価

値の極大化を図る。

前連結会計年度から新たに部品

の調達、部品の実装、製品化に取

り組み、当中間連結会計期間の第

２四半期から取引の総額で売上高

を 計 上 す る に 至 り、売 上 高 

150,175千円、売上総利益 7,341

千円を計上いたしました。

当社グループは、主要取引先から

の携帯電話関連基板の受注高が大幅

に減少したことにより第62期連結会

計年度（平成16年2月1日から平成16

年9月30日の８ヶ月決算）から３期

連続して多額な営業損失を計上して

おりました。また、中間連結キャッ

シュ・フロー計算書における営業活

動によるキャッシュ・フローも、第

63期連結会計年度（平成16年10月1

日から平成17年3月31日の６ヶ月決

算）から３期連続してマイナスとな

っておりました。よって、業績は回

復基調にあるものの、依然として厳

しい事業環境にありますので継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

中間連結財務諸表提出会社である

当社は、この状況を解消すべく平成

17年10月に策定いたしました「中期

経営計画」の推進を通して、一刻も

早い赤字体質からの脱却、現状の市

場環境においても利益を確保するこ

とができる企業体質への変革に邁進

してまいりました。当該計画は従来

のプリント配線板事業で蓄積したノ

ウハウを生かし、また、平成17年6

月に立ち上げたシステム事業本部の

積極的展開を軸として、当社の親会

社であるＴＣＳホールディングス株

式会社とそのグループ企業ととも

に、電子部品製品の開発設計から製

品化まで事業範囲を拡大し、新たな

需要の創造と受注の確保、拡大を図

る計画であります。 

 また、前連結会計年度において当

該計画の一部を見直し、システム事

業におけるコンプライアンス確保の

ため技術者を出向で受け入れ事業を

内製化する施策を新たに加え、同事

業の利益拡大を図りました。これに

より前連結会計年度においては４期

ぶりに営業利益に転じ、また当中間

連結会計期間においては中間連結キ

ャッシュ・フロー計算書における営

業活動によるキャッシュ・フローも

プラスとなりました。これらの計画

の基本コンセプトと当中間連結会計

期間における成果は、以下のとおり

であります。 

当社グループは、当連結会計年度

においては、システム事業の積極的

な事業拡大により４期ぶりに黒字に

転じましたが、主要取引先からの携

帯電話関連基板の受注高が大幅に減

少したことにより第62期（平成16年

2月1日から平成16年9月30日の８ヶ

月決算）から３期連続して多額な営

業損失を計上しておりました。ま

た、連結キャッシュ・フロー計算書

における営業活動によるキャッシ

ュ・フローも第63期連結会計年度

（平成16年10月1日から平成17年3月

31日の６ヶ月決算）から３期連続し

てマイナスとなっております。よっ

て、業績は回復基調にあるものの、

依然として厳しい事業環境にありま

すので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。

連結財務諸表作成会社である当社

は、先の状況を解消すべく平成17年

10月に策定いたしました「中期経営

計画」の推進を通して、一刻も早い

赤字体質からの脱却、現状の市場環

境においても利益を確保することが

できる企業体質への変革に邁進して

まいりました。当該計画は従来のプ

リント配線板事業で蓄積したノウハ

ウを生かし、また、平成17年6月に

立ち上げたシステム事業本部の積極

的展開を軸として、当社の親会社で

あるＴＣＳホールディングス株式会

社とそのグループ企業とともに、電

子部品製品の開発設計から製品化ま

で事業範囲を拡大し、新たな需要の

創造と受注の確保、拡大を図る計画

であり、基本コンセプトと当連結会

計年度における成果は、以下のとお

りであります。

 (1).電子部品製品におけるトータル

ソリューションサービスの展開

プリント配線板製造と実装を一

体化した受注に注力し、電子部品

製品の開発設計から部品・製品化

までの一貫受注を目指し、付加価

値の極大化を図る。

当該事業の基盤を強固にするた

め、平成18年2月24日付けにて株

式会社アイレックスインダストリ

アルソリューションズを当社の連

結子法人等といたしました。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2).プリント配線板製造事業とシス

テム事業を二本柱とする

①プリント配線板の設計（パター

ン設計）及び製造の従来事業に

加え、部品の調達、部品の実

装、製品化及び評価、検証・試

験業務まで事業範囲を拡大す

る。

②部品・製品の企画、開発、電子

回路設計、及びソフトウェア開

発の事業展開を図る。

 前連結会計年度末までに組織・

人員の展開を整備し、当中間連結

会計期間におけるシステム事業の

損益は、売上高 2,409,958千円、

営業利益 112,257千円となりまし

た。

(3).新規顧客の共同開拓

当社の親会社であるＴＣＳホー

ルディングス株式会社とそのグル

ープ企業の取引先、特に電気メー

カー系企業に対し、合同新規顧客

開拓活動の展開により顧客層の拡

大を目指す。

計画の策定以後、当中間連結会

計期間までにおいて約55社を新規

開拓し、当中間連結会計期間にお

ける売上高は 397,055千円となり

ま し た。（上 記 (1) の 売 上 高 

150,175千円を含む）

(4).あらゆる製品を積極的に受注

協力（外注）工場を有効活用

し、両面～４層基板の少量生産品

も積極的に受注する。

当中間連結会計期間において

は、新たに海外協力工場２社から

の仕入を開始いたしました。

以上の活動の結果、当中間連結会

計期間の売上高は4,629,673千円

（対前年同期比18.2％増）経常損失

は 419,892 千 円（対 前 年 同 期 比

49.2％減）となりました。

 また、当下半期におきましては、

上記計画の(2)の②ソフトウェア開

発の事業展開について、コンプライ

アンスを確保するためにシステム事

業部門の技術者を出向にて受け入れ

事業基盤をより確かなものとする計

画であります。また、この施策によ

り収益性と財務体質の一層の改善を

図るものであります。

 (1).電子部品製品におけるトータル

ソリューションサービスの展開

プリント配線板製造と実装を一

体化した受注に注力し、電子部品

製品の開発設計から部品・製品化

までの一貫受注を目指し、付加価

値の極大化を図る。

(2).プリント配線板製造事業とシス

テム事業を二本柱とする

①プリント配線板の設計（パター

ン設計）及び製造の従来事業に

加え、部品の調達、部品の実

装、製品化及び評価、検証・試

験業務まで事業範囲を拡大す

る。

当中間連結会計期間において

は、部品の調達、部品の実装、

製品化で221,905千円を売上げ

ました。

②部品・製品の企画、開発、電子

回路設計、及びソフトウェア開

発の事業展開を図る。

当中間連結会計期間におきま

しては前事業年度に引き続き新

規開発センターの開設、新規技

術分野への進出を目指しシステ

ム事業の積極的拡大を図りまし

た。 

 その結果、同事業の売上高は

3,458,847 千 円、営 業 利 益 は

850,474千円となりました。

(3).新規顧客の共同開拓

当社の親会社であるＴＣＳホー

ルディングス株式会社とそのグル

ープ企業の取引先、特に電気メー

カー系企業に対し、合同新規顧客

開拓活動の展開により顧客層の拡

大を目指す。

当中間連結会計期間においても

新たに２社を新規開拓し、計画開

始から通算して73社を新規開拓

し、当中間連結会計期間において

は135,777千円を売上げました。

(4).あらゆる製品を積極的に受注

不採算受注撲滅のため、低採算

品については協力（外注）工場を

有効活用し、両面～４層基板の少

量生産品も積極的に受注する。

(2).プリント配線板製造事業とシス

テム事業を二本柱とする

①プリント配線板の設計（パター

ン設計）及び製造の従来事業に

加え、部品の調達、部品の実

装、製品化及び評価、検証・試

験業務まで事業範囲を拡大す

る。

当連結会計年度においては、

部品の調達、部品の実装、製品

化で400,902千円を売上げまし

た。

②部品・製品の企画、開発、電子

回路設計、及びソフトウェア開

発の事業展開を図る。

当連結会計年度においては、

トータルソリューションビジネ

スの基盤をより強固なものにす

るために従来持分法適用会社で

あった２社（㈱アイレックスソ

ハード、アイレックスシステム

㈱）の株式を追加取得し連結子

会社とし、またＴＣＳホールデ

ィングス株式会社グループから

新たに１社（インフォテック

㈱）を連結子会社に加え、シス

テ ム 事 業 の 連 結 売 上 高 は

6,758,084千円となりました。

また、当社のシステム事業にお

いては、コンプライアンス確保

のため技術者を出向で受け入れ

事業を内製化したことにより収

益性の改善を図り、営業利益は

1,176,542千円となりました。

(3).新規顧客の共同開拓

当社の親会社であるＴＣＳホー

ルディングス株式会社とそのグル

ープ企業の取引先、特に電気メー

カー系企業に対し、合同新規顧客

開拓活動の展開により顧客層の拡

大を目指す。

計画開始から通算して約70社を

新規開拓し、当連結会計年度にお

いては514,238千円を売上げまし

た。

(4).あらゆる製品を積極的に受注

協力（外注）工場を有効活用

し、両面～４層基板の少量生産品

も積極的に受注する。

海外協力工場も含め、積極的に

展開中であります。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

以上のように、連結財務諸表提出

会社である当社は、親会社であるＴ

ＣＳホールディングス株式会社及び

主要取引先並びに主要金融機関の協

力、支援のもと、上記計画の達成に

邁進する所存であります。

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。

更なるコストダウンに対応する

ため、新たな海外協力工場の獲得

に積極的に展開中であります。

この他、プリント配線板事業で

は、営業面では収益性の高いファイ

ンパターン基板を中心に戦略的受注

拡大を図り、新たな大手電機メーカ

ー各社との取引拡大も目指しており

ます。また生産面では、高難易度品

の歩留り率の改善、リードタイムの

削減、低採算品の全外注への転注な

どに取り組み、採算性の回復に邁進

しております。

以上のように、連結財務諸表提出

会社である当社は、親会社であるＴ

ＣＳホールディングス株式会社及び

主要取引先並びに主要金融機関の協

力、支援のもと、上記計画の達成に

邁進する所存であります。

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。

上記のように、当連結会計年度に

おきましてはグループをあげてシス

テム事業における事業拡大を図り、

またプリント配線板部門において

も、販売面では徹底した不採算受注

撲滅のための受注戦略を採り、原価

面においては従来からの生産性の向

上、歩留り改善による変動費の削

減、及び生産高相応に至るまでの固

定費の圧縮など徹底した諸経費削減

策を講じたことから、全体として前

連結会計年度よりも売上高で38.2％

増加し、原価率でも18.2％改善した

結果、営業利益は黒字化いたしまし

た。 

 当社グループは利益体質への変革

をより一層確実なものとする為、翌

連結会計年度以降につきましても引

き続き上記諸施策の推進を図ること

により黒字定着を目指していく所存

であります。 

 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連結財務諸表に

は反映しておりません。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

 子会社６社のうち、Rex 

Technologies 

Philippines,Inc.、株式会

社アイレックスソハード、

アイレックスシステム株式

会社、株式会社アイレック

スインダストリアルソリュ

ーションズ、明成インフォ

テック株式会社、の５社を

連結の範囲に含めておりま

す。

 株式会社アイレックスソ

ハードは、平成18年５月１

日付けにて同社の株式を追

加取得し、所有割合が60％

となったため連結の範囲に

含めております。

また、アイレックスシ

ステム株式会社と明成イ

ンフォテック株式会社

は、平成18年８月30日付

けにて、それぞれ株式を

追加取得し、所有割合が

50％を超えたため連結の

範囲に含め、各社の期末

貸借対照表を連結してお

ります。

 子会社６社のうち株式会

社アイレックスソハード、

アイレックスシステム株式

会社、株式会社アイレック

スインダストリアルソリュ

ーションズ、アイレックス

インフォテック株式会社、

Rex  Technologies 

Philippines, Inc.の５社

を連結の範囲に含めており

ます。

 インフォテック株式会社

は、当社子会社であること

を明確にするため、平成19

年10月１日付けにてアイレ

ックスインフォテック株式

会社に商号を変更いたしま

した。

 子会社６社のうち株式

会社アイレックスソハー

ド、アイレックスシステ

ム株式会社、株式会社ア

イレックスインダストリ

アルソリューションズ、

インフォテック株式会

社、Rex  Technologies 

Philippines, Inc.の５社

を連結の範囲に含めてお

ります。

 株式会社アイレックスソ

ハードは、平成18年5月1

日付けにて同社の株式を

追加取得し、所有割合が

60％となったため、連結

の範囲に含めておりま

す。また、アイレックス

システム株式会社とイン

フォテック株式会社は、

平成18年8月30日付けに

て、それぞれ株式を追加

取得し、所有割合が50％

を越えたため連結の範囲

に含めております。

他 の 子 会 社、REX 

TECHNOLOGY,  INC.は 総 資

産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益

剰余金等(持分に見合う額)

がいずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼして

おりませんので連結の範囲

から除外しております。

 

他 の 子 会 社、REX 

TECHNOLOGY,  INC.は 総 資

産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益

剰余金等(持分に見合う額)

がいずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼして

おりませんので連結の範囲

から除外しております。

 

他 の 子 会 社、REX 

TECHNOLOGY,  INC.は 総 資

産、売上高、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益

剰余金等(持分に見合う額)

がいずれも連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしており

ませんので連結の範囲から

除外しております。

 



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 持分法の適用に関

する事項

 関連会社の株式会社アイ

テクデザインについては持

分法を適用しております。 

 前連結会計年度において

持分法適用会社であったア

イレックスシステム株式会

社と株式会社アイレックス

ソハードは、当中間連結会

計期間においてそれぞれ株

式を追加取得し、所有割合

が50％を超えたため持分法

の適用から除外し連結子会

社といたしました。

 関連会社の株式会社アイ

テクデザイン１社について

は持分法を適用しておりま

す。

関連会社の株式会社アイテ

クデザイン１社については

持分法を適用しておりま

す。

 前連結会計年度において

持分法適用会社であったア

イレックスシステム株式会

社及び株式会社アイレック

スソハードは当連結会計年

度においてそれぞれ株式を

追加取得し、所有割合が

50％を越えたため持分法の

適用から除外し連結子会社

となりました。

なお、非連結子会社の

REX TECHNOLOGY,INC.は、

中間連結純損益及び利益剰

余金等に与える影響が軽微

であり、かつ全体としての

重要性もないため、持分法

を適用しておりません。

なお、非連結子会社の

REX TECHNOLOGY,INC.は、

中間連結純損益及び利益剰

余金等に与える影響が軽微

であり、かつ全体としての

重要性もないため、持分法

を適用しておりません。

なお、非連結子会社の

REX TECHNOLOGY,INC.は、

連結純損益及び利益剰余金

等に与える影響が軽微であ

り、かつ全体としての重要

性もないため、持分法を適

用しておりません。

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

連 結 子 会 社 の う ち Rex 

Technologies 

Philippines,Inc.の決算日

は12月31日であります。中

間連結財務諸表の作成にあ

たっては６月30日現在の中

間財務諸表を使用し、中間

連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連

結上、必要な調整を行って

おります。

また、それ以外の連結子

会社の中間決算日と中間連

結決算日は一致しておりま

す。

同左 連 結 子 会 社 の う ち Rex 

Technologies 

Philippines,Inc.の決算日

は12月31日であります。連

結財務諸表の作成にあたっ

ては12月31日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引に

ついては、連結上、必要な

調整を行っております。

また、それ以外の連結子

会社の事業年度末日と連結

決算日は一致しておりま

す。

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

(イ)有価証券 その他有価証券 

 時価のあるもの

  中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

(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)

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

  連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定)

 時価のないもの

  移動平均法による原価

法

 時価のないもの

同左

 時価のないもの

同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(ロ)たな卸資産 製品及び仕掛品

プリント配線板事業は総

平均法による原価法

システム事業は個別法に

よる原価法

製品及び仕掛品
同左

製品及び仕掛品

    同左

原材料

 月次移動平均法による原

価法

原材料

同左

原材料

同左

貯蔵品

 終仕入原価法 

但し、一部の貯蔵品につ

いては移動平均法による

原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(ハ)デリバティブ

取引

時価法 

なお、ヘッジの有効性が確

認されたものについては、

ヘッジ会計を適用しており

ます。

───── 時価法 

なお、ヘッジの有効性が確

認されたものについては、

ヘッジ会計を適用しており

ます。

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

有形固定資産

プリント配線板事業は

定額法

システム事業は主に定

率法

但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

（建物附属設備を除

く）については定額法

有形固定資産
同左

有形固定資産
同左

無形固定資産

  定額法

  但し、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の

計上基準

(イ)貸倒引当金  中間期末債権の貸倒損失

に備えて、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。

同左  期末債権の貸倒損失に備

えて、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。

(ロ)賞与引当金  従業員賞与の支給に備え

て支給見込額基準により計

上しております。

同左 同左



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(ハ)退職給付引当

金

 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

 また、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定年数(10年)による定額法

により翌連結会計年度から

費用処理しております。 

 なお、一部の国内子会社

は期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法

（簡便法）に基づき計上し

ております。

同左  従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、計上しております。 

 また、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定年数(10年)による定額法

により翌連結会計年度から

費用処理しております。

（ニ）役員退職慰

労引当金 ───────
 役員の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退任慰

労金規程に基づく中間期末

要支給額を計上しておりま

す。

───────

(4) 重要な外貨建の

資産又は負債の

本邦通貨への換

算の基準

 外貨建金銭債権債務は、

中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理

しております。なお、在外

子会社等の資産及び負債

は、中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定

に含めております。

同左  外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替

換算調整勘定に含めており

ます。

(5)重要なリース取

引の処理方法

 リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンスリ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

(6)重要なヘッジ会

計の方法

① ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理

  なお、為替予約等が付

されている外貨建金銭

債権債務については振

当処理を行っておりま

す。また、ヘッジ会計

の要件を満たす金利ス

ワップについては、特

例処理を採用しており

ます。

① ヘッジ会計の方法

────

① ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理

   なお、為替予約等が付

されている外貨建金銭

債権債務については振

当処理を行っておりま

す。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ・ヘッジ手段

   デリバティブ取引

(為替予約等取引及

び金利スワップ取

引)

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ・ヘッジ手段

────

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ・ヘッジ手段

      デリバティブ取引

(為替予約等取引)

  ・ヘッジ対象

   外貨建金銭債権債務

及び借入金利

  ・ヘッジ対象

────

  ・ヘッジ対象

   外貨建金銭債権債務

③ ヘッジ方針

  社内規程に基づき、通

常の営業取引に係る為

替変動リスク及び金利

変動リスク回避の目的

で実需の範囲内で利用

しており、投機目的の

ためのデリバティブ取

引は行っておりませ

ん。

③ ヘッジ方針

────

③ ヘッジ方針

  社内規程に基づき、通

常の営業取引に係る為

替変動リスク回避の目

的で実需の範囲内で利

用しており、投機目的

のためのデリバティブ

取引は行っておりませ

ん。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

  ヘッジ手段とヘッジ対

象に関する重要な条件

が同一であり、高い有

効性が明らかに認めら

れるため、ヘッジの有

効性の判定を省略して

おります。

④ ヘッジ有効性評価の方

法

────

④ ヘッジ有効性評価の方

法

  ヘッジ手段とヘッジ対

象に関する重要な条件

が同一であり、高い有

効性が明らかに認めら

れるため、ヘッジの有

効性の判定を省略して

おります。

(7)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方法

当社及び国内子会社は

税抜方式を採用しており

ます。

消費税等の会計処理方法

同左

消費税等の会計処理方法

同左

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

 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

ヵ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 同左



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（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。

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は350,293千円であ

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における中

間連結財務諸表は、改正後の中間連

結財務諸表規則により作成しており

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883,960千円であ

ります。 

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成しております。 

────── （役員退職慰労引当金の新設）

 従来、一部の連結子会社において

役員退職慰労引当金は支出時に費用

処理しておりましたが、「租税特別

措置法上の準備金及び特別法上の引

当金又は準備金並びに役員退職慰労

引当金等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会 監査・保証

実務委員会報告第42号）が平成19年

４月13日に発表されたことを機に、

役員退職慰労引当金に係る規程を整

備したことに伴い、当中間連結会計

期間から発生時に費用処理しており

ます。 

 この結果、営業利益、経常利益、

及び税金等調整前中間純利益が779

千円少なく計上されております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

──────



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４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

──────
 

 

（中間連結貸借対照表）

 前中間連結会計期間において流動負債の「その他」

に含めて表示しておりました「未払金」(前中間連結会

計期間219,193千円)は、負債純資産総額の100分の５を

超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記してお

ります。

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(1) 連結子会社の財務諸表の作成基

準

  連結子会社Rex Technologies 

Philippines,Inc.は平成14年12月

に閉鎖を決定し、平成15年３月18

日開催の株主総会によって解散を

決議しました。このため、当該連

結子会社は、平成14年12月31日に

終了する事業年度以降の財務諸表

作成に当たり、企業継続を前提に

した基準から清算を前提にした基

準に変更しております。したがっ

て、当該連結子会社の財務諸表

は、資産については処分可能見込

み額にて、また、負債については

支払見込み額によって作成してお

ります。

(1) 連結子会社の財務諸表の作成基

準

同左

(1) 連結子会社の財務諸表の作成基

準

同左

─────── (2) 賞与引当金の計上

  当中間連結会計期間より、当社

システム事業本部の賞与支給基準

が具体的に定められたため、当該

基準に基づき計上しております。 

 この変更に伴い、従来の方法に

よった場合に比べ、営業利益、経

常利益、及び税金等調整前中間純

利益はそれぞれ14,199千円少なく

計上されております。

───────



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９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

 
 １ 受取手形割引高 10,830千円

 
    ────  １ 受取手形割引高 24,470千円

売掛債権譲渡高 165,282千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額

5,331,254千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額

5,471,846千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額

  5,402,036千円

※３ 担保資産

建物及び 
構築物

842,573千円

機械装置 
及び運搬具

4,977千円

工具器具 
備品

99千円

土地 1,062,957千円

投資 
有価証券

312,286千円

計 2,222,895千円

※３ 担保資産

建物及び
構築物

757,412千円

機械装置
及び運搬具

4,977千円

工具器具
備品

99千円

土地 1,062,957千円

投資 
有価証券

264,107千円

計 2,089,555千円

※３ 担保資産

建物及び
構築物

800,627千円

機械装置
及び運搬具

4,977千円

工具器具
備品

99千円

土地 1,062,957千円

投資
有価証券

260,422千円

計 2,129,085千円

   上記に対する債務

割引手形 10,830千円

長期借入金 150,026千円

短期借入金 1,412,840千円

計 1,573,696千円
 

   上記に対する債務

長期借入金 37,741千円

短期借入金 924,285千円

計 962,026千円

   上記に対する債務

割引手形 24,470千円

長期借入金 105,046千円

短期借入金 1,362,615千円

計 1,492,131千円

※４

─────

 

※４ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結し

ております。

 当中間連結会計期間末におけ

る当座貸越契約に係る借入金未

実行残高等は次のとおりであり

ます。

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 400,000千円

※４

─────

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、満期

日に決済が行われたものとして

処理しております。

 なお、当中間連結会計期間末

が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形を満期日に決済が行わ

れたものとして処理しておりま

す。

受取手形 7,844千円

割引手形 2,404千円
 

※５ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、満期

日に決済が行われたものとして

処理しております。

 なお、当中間連結会計期間末

が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形を満期日に決済が行わ

れたものとして処理しておりま

す。

受取手形 2,511千円

※５ 連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、満期日に

決済が行われたものとして処理

しております。

 なお、当連結会計期間末が金

融機関の休日であったため、次

の連結会計期間末日満期手形を

満期日に決済が行われたものと

して処理しております。
受取手形      157千円

 割引手形      841千円

  



(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４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

荷造運送費 12,412千円

報酬及び給与 173,719千円

賞与引当金 
繰入額

1,008千円

退職給付費用 13,307千円

旅費交通費 20,085千円

減価償却費 7,927千円

業務委託料 17,168千円

貸倒引当金 
繰入額

1,396千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

報酬及び給与 178,629千円

賞与引当金
繰入額

4,216千円

役員退職慰労
引当金繰入額

779千円

退職給付費用 10,660千円

減価償却費 7,643千円

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

報酬及び給与 361,472千円

賞与引当金
繰入額

4,384千円

退職給付費用 27,498千円

減価償却費 15,765千円

貸倒引当金
繰入額

1,492千円

 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

機械装置及び 
運搬具

78千円

 

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

機械装置及び
運搬具

66千円

※２ 固定資産売却益の内訳は次の

とおりであります。

機械装置及び 
運搬具

122千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

機械装置及び 
運搬具

53千円

工具器具備品 169千円

合計 222千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

工具器具備品 9千円

合計 9千円

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

機械装置及び 
運搬具

57千円

工具器具備品 175千円

合計 232千円



(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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 972株は、単元未満株式の買い取りによる増加であります。 

  

２ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  

３ 配当に関する事項 

無配のため、記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

２ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  

３ 配当に関する事項 

無配のため、記載を省略しております。 

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数（株）

当中間連結会計期間 

増加株式数（株）

当中間連結会計期間 

減少株式数（株）

当中間連結会計 

期間末株式数（株）

発行済株式

普通株式 29,417,400 － － 29,417,400

A種優先株式 16,000,000 － － 16,000,000

合計 45,417,400 － － 45,417,400

自己株式

普通株式（注） 2,241 972 － 3,213

合計 2,241 972 － 3,213

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数（株）

当中間連結会計期間 

増加株式数（株）

当中間連結会計期間 

減少株式数（株）

当中間連結会計 

期間末株式数（株）

発行済株式

普通株式 29,417,400 － － 29,417,400

A種優先株式 16,000,000 － － 16,000,000

合計 45,417,400 － － 45,417,400

自己株式

普通株式 3,213 － － 3,213

合計 3,213 － － 3,213



次へ 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 972株は、単元未満株式の買い取りによる増加であります。 

  

２ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

無配のため、記載を省略しております。 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類
前連結会計年度末 

株式数（株）

当連結会計年度 

増加株式数（株）

当連結会計年度 

減少株式数（株）

当連結会計年度末 

株式数（株）

発行済株式

普通株式 29,417,400 － － 29,417,400

A種優先株式 16,000,000 － － 16,000,000

合計 45,417,400 － － 45,417,400

自己株式

普通株式（注） 2,241 972 － 3,213

合計 2,241 972 － 3,213

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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

 

現金及び預金勘定 1,361,997千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△38,905千円

現金及び 
現金同等物

1,323,092千円

 
 

現金及び預金勘定 698,564千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△38,910千円

現金及び 
現金同等物

659,654千円

 
 

現金及び預金勘定 972,223千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△38,908千円

現金及び
現金同等物

933,315千円

 



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

機械装 
置及び 
運搬具

工具 
器具 
備品

無形固定

資産 

（ソフト 

ウェア）

合計

取得 
価額 
相当額 
(千円)

1,334,129 151,525 24,400 1,510,054

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円)

453,627 67,411 15,023 536,062

減損 
損失 
累計額 
相当額 
(千円)

448,267 72,661 1,180 522,109

中間期 
末残高 
相当額 
(千円)

432,233 11,452 8,196 451,882

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

機械装 
置及び 
運搬具

工具
器具 
備品

無形固定

資産 

（ソフト

ウェア）

合計

取得 
価額 
相当額 
(千円)

1,317,929 148,025 24,400 1,490,354

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円)

569,447 55,368 19,312 644,127

減損 
損失 
累計額 
相当額 
(千円)

435,543 71,837 1,180 508,561

中間期 
末残高 
相当額 
(千円)

312,938 20,819 3,906 337,664

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

機械
及び 
装置

工具 
器具 
備品

無形固定

資産 

（ソフト 

ウェア）

合計

取得
価額 
相当額 
(千円)

1,334,129 150,971 24,400 1,509,500

減価
償却 
累計額 
相当額 
(千円)

505,856 69,866 17,167 592,891

減損
損失 
累計額 
相当額 
(千円)

448,267 72,661 1,180 522,109

期末
残高 
相当額 
(千円)

380,005 8,442 6,051 394,499

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高

   未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 275,949千円

１年超 575,823千円

合計 851,772千円

   リース資産減損勘定中間期末

残高

369,867千円

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高

   未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 229,609千円

１年超 346,057千円

合計 575,667千円

   リース資産減損勘定中間期末

残高

205,186千円

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高

   未経過リース料期末残高相当

額

１年内 264,469千円

１年超 449,936千円

合計 714,405千円

   リース資産減損勘定期末残高

287,168千円

 

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 156,761千円

リース資産減損 
勘定の取崩額

84,155千円

減価償却費
相当額

58,773千円

支払利息相当額 19,892千円

 

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 154,074千円

リース資産減損
勘定の取崩額

81,981千円

減価償却費
相当額

56,834千円

支払利息相当額 15,036千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 311,760千円
リース資産
減損勘定の 
取崩額

166,854千円

減価償却費
相当額

115,703千円

支払利息 

相当額
37,605千円



次へ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額

法によっております。

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

同左

   利息相当額の算定方法

    リース料総額とリース物件

の取得価額相当額の差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については利息法によっ

ております。

   利息相当額の算定方法

同左

   利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

区分
中間連結貸借 

対照表計上額(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 満期保有目的の債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(千円)
中間連結貸借

対照表計上額(千円)
差額(千円)

(2) その他有価証券

① 株式 196,762 403,526 206,764

② 債券

国債・地方債等 ― ― ―

社債 ― ― ―

その他 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

合計 196,762 403,526 206,764

内容
中間連結貸借

対照表計上額(千円)

(1) 子会社及び関連会社株式

① 子会社株式 ―

② 関連会社株式 ―

③ その他 1,411

計 1,411

区分
中間連結貸借 

対照表計上額(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 満期保有目的の債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(千円)
中間連結貸借

対照表計上額(千円)
差額(千円)

(2) その他有価証券

① 株式 208,402 348,711 140,309

② 債券

国債・地方債等 ─ ─ ─

社債 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

合計 208,402 348,711 140,309



２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

内容
中間連結貸借

対照表計上額(千円)

(1) 子会社及び関連会社株式

① 子会社株式 ─

② 関連会社株式 54

計 54

(2) その他有価証券

① 非上場株式 0

計 0

区分
連結貸借対照表 
計上額(千円)

時価(千円) 差額(千円)

(1) 満期保有目的の債券

① 国債・地方債等 ― ― ―

② 社債 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

計 ― ― ―

区分 取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

(2) その他有価証券

① 株式 200,804 380,740 179,935

② 債券

国債・地方債等 ─ ─ ─

社債 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

合計 200,804 380,740 179,935

内容
連結貸借

対照表計上額(千円)

(1) 子会社及び関連会社株式

① 子会社株式 ─

② 関連会社株式 ─

計 ─



前へ 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19

年９月30日)、及び前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日)、及び前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19

年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  



(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(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

 
（注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、事業の性質、製品の種類等の類似性を考慮して、プリント配線板の製造・販売を

中心としたプリント配線板事業と、ソフトウェア開発等を中心としたシステム事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要な製品・サービス等 

(1) プリント配線板事業……両面、多層プリント配線板、部品搭載、電子製品の組み立て加工。 

(2) システム事業……………電子回路設計開発、ハードウェア開発、各種システムテスト・総合評価・検査

及び品質保証業務、アプリケーション開発、システムコンサルテーション、イ

ンターネット関連等。 

    

  当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

 
（注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、事業の性質、製品の種類等の類似性を考慮して、プリント配線板の製造・販売を

中心としたプリント配線板事業と、ソフトウェア開発等を中心としたシステム事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要な製品・サービス等 

(1) プリント配線板事業……両面、多層プリント配線板、部品搭載、電子製品の組み立て加工。 

(2) システム事業……………電子回路設計開発、ハードウェア開発、各種システムテスト・総合評価・検査

及び品質保証業務、アプリケーション開発、システムコンサルテーション、イ

ンターネット関連等。 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は106,146千円であり、当社の総務部

門・経理部門等管理部門に係る費用であります。 

４．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、従来、一部の連結子会社

において役員退職慰労引当金は支出時に費用処理しておりましたが、当中間連結会計期間から発生時に費用

処理する方法に変更しております。 

 この変更は、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等

に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号）が平成19年４月13日

に発表されたことを機に、役員退職慰労引当金に係る規程を整備したことに伴うものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「システム事業」の営業費用が779千円多く、営業

利益が同額少なく計上されております。 

プリント 

配線板事業 

（千円）

システム 

事業 

（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 2,219,714 2,409,958 4,629,673 － 4,629,673

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 2,219,714 2,409,958 4,629,673 － 4,629,673

営業費用 2,708,739 2,297,701 5,006,441 － 5,006,441

営業利益又は営業損失（△） △489,024 112,257 △376,767 － △376,767

プリント 

配線板事業 

（千円）

システム 

事業 

（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 1,613,505 3,458,847 5,072,353 － 5,072,353

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,613,505 3,458,847 5,072,353 － 5,072,353

営業費用 2,008,337 2,608,373 4,616,711 106,146 4,722,857

営業利益又は営業損失（△） △394,832 850,474 455,642 (106,146) 349,496



（追加情報） 

 従来、当社管理部門は主にプリント配線板事業に従事していたため当該部門の費用は同事業に帰属するもの

として処理しておりましたが、システム事業の取引高の増加、及び出向社員を含む従業員の増加等に伴いシス

テム事業に係る事務処理の負担が増大したため、当該部門の費用はプリント配線板事業セグメントから除外し

全社費用として処理することといたしました。この結果、従来の方法によった場合に比べ、プリント配線板事

業の営業費用は106,146千円減少し、営業損失が同額減少しております。 

  

前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

 
（注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、事業の性質、製品の種類等の類似性を考慮して、プリント配線板の製造・販売を

中心としたプリント配線板事業と、ソフトウェア開発等を中心としたシステム事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要な製品・サービス等 

(1) プリント配線板事業……両面、多層プリント配線板、部品搭載、電子製品の組み立て加工。 

(2) システム事業……………電子回路設計開発、ハードウェア開発、各種システムテスト・総合評価・検査

及び品質保証業務、アプリケーション開発、システムコンサルテーション、イ

ンターネット関連等。 

  

 【所在地別セグメント情報】 

  

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％超でありますので、所在地別セグメン

トの記載を省略しております。 
  

当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

該当事項ありません。 
  

前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が90％超でありますので、所在地別セグメン

トの記載を省略しております。 

  

 【海外売上高】 

  

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

該当事項ありません。 
  

前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

プリント 

配線板事業 

（千円）

システム 

事業 

（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 4,180,473 6,758,084 10,938,557 － 10,938,557

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 4,180,473 6,758,084 10,938,557 － 10,938,557

営業費用 5,029,641 5,581,541 10,611,183 － 10,611,183

営業利益又は営業損失（△） △849,168 1,176,542 327,374 － 327,374



(企業結合等関係) 

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19

年９月30日)、及び前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２ １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 △42円49銭 １株当たり純資産額 △16円46銭 １株当たり純資産額 △24円34銭

１株当たり中間純損失 
金額

10円10銭
１株当たり中間純利益
金額

8円69銭
１株当たり当期純損失 
金額

16円64銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

は存在しますが、１株当たり中間純

損失であるため、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 

4円16銭 なお、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

は存在しますが、１株当たり当期純

損失であるため、記載しておりませ

ん。

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額 
(千円)

505,807 1,300,075 1,088,257

純資産の部の合計額から控
除する金額(千円)

1,755,514 1,784,196 1,804,296

 （うちA種優先株式） （1,600,000） （1,600,000） （1,600,000）
 （うち少数株主持分） （155,514） （184,196） （204,296）

普通株式に係る中間期末
（期末）純資産額(千円)

△1,249,706 △484,121 △716,039

普通株式の発行済株式数
(株)

29,417,400 29,417,400 29,417,400

普通株式の自己株式数(株) 3,213 3,213 3,213

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）

29,414,187 29,414,187 29,414,187

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間純利益又は中間（当
期）純損失（△）(千円)

△296,963 255,468 △489,512

普通株主に帰属しない金額
（千円）

─ ─ ─

普通株式に係る中間純利益
又は中間（当期）純損失
（△）(千円)

△296,963 255,468 △489,512

普通株式の期中平均株式 
数(株)

29,414,506 29,414,187 29,414,347

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）

─────  

A種優先
株式

32,000,000 ─────



  

 
  

  

(重要な後発事象) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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
算定に含めなかった潜在株
式の概要

A種優先株式 16,000千
株の普通株式への転換
予約権の行使による株
式の増加 
(A種優先株式の概要) 
① 発行価額 
   １株につき 100円 
② 発行価額の総額 
       1,600,000千円 
③ 転換請求期間 
  平成23年3月1日以降 
④ 当初転換価額 
   １株につき  50円 
 

───── A種優先株式 16,000千
株の普通株式への転換
予約権の行使による株
式の増加 
(A種優先株式の概要) 
① 発行価額 
   １株につき 100円 
② 発行価額の総額 
       1,600,000千円 
③ 転換請求期間 
  平成23年3月1日以降 
④ 当初転換価額 
   １株につき  50円 
 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

──────── ──────── ────────



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



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９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(平成19年３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

  現金及び預金 1,070,199 291,640 578,174

  受取手形 ※６ 36,165 28,858 41,513

  売掛金 1,559,012 1,623,760 2,105,636

  たな卸資産 402,881 467,804 526,223

  関係会社短期貸付金 ― 270,000 ―

  その他 ※４ 165,130 74,727 74,635

  貸倒引当金 △1,228 △ 1,548 △ 1,666

   流動資産合計 3,232,161 55.2 2,755,242 52.2 3,324,517 56.4

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産
※２ 
※３

   建物 841,307 756,841 799,359

   機械及び装置 47,076 69,435 52,012

   工具器具及び備品 113,741 103,802 117,830

   土地 1,068,244 1,068,244 1,068,244

   その他 17,044 9,381 25,513

    有形固定資産合計 2,087,414 35.7 2,007,705 38.1 2,062,960 35.0

 (2) 無形固定資産 3,471 0.0 3,247 0.1 3,229 0.0

 (3) 投資その他の資産

   投資有価証券 ※３ 508,745 327,407 368,997

   関係会社株式 ─ 158,165 117,350

   長期貸付金 14,445 12,035 12,312

   破産更生債権等 45,748 42,990 45,410

   その他 7,251 7,161 7,829

   貸倒引当金 △45,748 △ 43,000 △ 45,410

    投資その他の 
    資産合計

530,442 9.1 504,759 9.6 506,489 8.6

    固定資産合計 2,621,328 44.8 2,515,712 47.8 2,572,679 43.6

   資産合計 5,853,489 100.0 5,270,954 100.0 5,897,197 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(平成19年３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

  支払手形 277,699 138,374 170,706

  買掛金 898,774 334,951 624,091

  短期借入金
※３ 
※５

2,263,191 1,087,000 2,256,943

  １年内返済長期借入金 ※３ 331,844 337,285 217,929

  １年内償還社債 ― 500,000 ―

  未払金 ─ 297,510 310,576

  未払法人税等 6,041 14,390 18,798

  設備購入支払手形 8,350 7,725 3,576

  賞与引当金 ─ 14,199 ─

  その他 ※４ 376,611 112,133 182,549

   流動負債合計 4,162,512 71.1 2,843,571 54.0 3,785,169 64.2

Ⅱ 固定負債

  社債 500,000 ― 500,000

  長期借入金 ※３ 172,271 839,986 105,046

  リース資産減損勘定 369,867 205,186 287,168

  退職給付引当金 372,990 346,451 366,621

  その他 87,728 60,729 78,130

   固定負債合計 1,502,857 25.7 1,452,353 27.5 1,336,966 22.7

   負債合計 5,665,370 96.8 4,295,924 81.5 5,122,136 86.9

 (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,540,000 26.3 1,540,000 29.2 1,540,000 26.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,510,000 1,510,000 1,510,000

   資本剰余金合計 1,510,000 25.8 1,510,000 28.7 1,510,000 25.6

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    別途積立金 10,000 10,000 10,000

    繰越利益剰余金 △2,995,891 △2,169,544 △2,394,931

   利益剰余金合計 △2,985,891 △51.0 △2,159,544 △41.0 △2,384,931 △40.4

 ４ 自己株式 △476 △0.0 △476 △0.0 △476 △0.0

   株主資本合計 63,632 1.1 889,978 16.9 664,592 11.3

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

124,486 2.1 85,051 1.6 110,468 1.8

   評価・換算差額等 
   合計

124,486 2.1 85,051 1.6 110,468 1.8

   純資産合計 188,119 3.2 975,030 18.5 775,061 13.1

   負債純資産合計 5,853,489 100.0 5,270,954 100.0 5,897,197 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３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 3,899,680 100.0 3,798,328 100.0 8,956,124 100.0

Ⅱ 売上原価 4,053,311 103.9 3,288,981 86.6 8,308,520 92.8

 売上総利益 
 又は売上総損失（△）

△153,630 △3.9 509,346 13.4 647,604 7.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 294,959 7.6 243,834 6.4 569,002 6.4

 営業利益 
 又は営業損失（△）

△448,590 △11.5 265.511 7.0 78,602 0.9

Ⅳ 営業外収益 ※２ 21,303 0.5 12,598 0.3 36,438 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※３ 51,142 1.3 45,785 1.2 100,261 1.1

  経常利益 
  又は経常損失（△）

△478,429 △12.3 232,324 6.1 14,779 0.2

Ⅵ 特別利益 ※４ 176,729 4.5 1,172 0.0 307,623 3.4

Ⅶ 特別損失 ※５ 12,326 0.3 9 0.0 28,618 0.3

税引前中間（当期）純利益
又は税引前中間純損失(△)

△314,026 △8.1 233,487 6.1 293,783 3.3

  法人税、住民税及び 
  事業税

2,796 0.1 8,101 0.2 9,646 0.1

  中間(当期)純利益 
  又は中間純損失（△）

△316,823 △8.1 225,386 5.9 284,136 3.2



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４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 1,510,000

中間会計期間中の変動額

 自己株式の増加 ― ― ―

 中間純損失 ― ― ―

 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)

― ― ―

平成18年９月30日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 1,510,000

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 10,000 △2,679,068 △2,669,068 △363 380,569

中間会計期間中の変動額

 自己株式の増加 ― ― ― △112 △112

 中間純損失 ― △316,823 △316,823 ― △316,823

 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)

― △316,823 △316,823 △112 △316,935

平成18年９月30日残高(千円) 10,000 △2,995,891 △2,985,891 △476 63,632

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券 

評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 154,013 154,013 534,581

中間会計期間中の変動額

 自己株式の増加 ― ― △112

 中間純損失 ― ― △316,823

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△29,526 △29,526 △29,526

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△29,526 △29,526 △346,462

平成18年９月30日残高(千円) 124,486 124,486 188,119



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 1,510,000

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 ― ― ―

 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)

― ― ―

平成19年９月30日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 1,510,000

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 10,000 △2,394,931 △2,384,931 △476 664,592

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 ─ 225,386 225,386 ─ 225,386

 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)

─ 225,386 225,386 ─ 225,386

平成19年９月30日残高(千円) 10,000 △2,169,544 △2,159,544 △476 889,978

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券 

評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 110,468 110,468 775,061

中間会計期間中の変動額

 中間純利益 ─ ─ 225,386

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△25,417 △25,417 △25,417

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△25,417 △25,417 199,968

平成19年９月30日残高(千円) 85,051 85,051 975,030



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 1,510,000

当事業年度中の変動額

 自己株式の増加 ― ― ―

 当期純利益 ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 当事業年度中の変動額(純額)

― ― ―

当事業年度中の変動額合計 
(千円)

― ― ―

平成19年３月31日残高(千円) 1,540,000 1,510,000 1,510,000

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 10,000 △2,679,068 △2,669,068 △363 380,569

当事業年度中の変動額

 自己株式の増加 ― ― ― △112 △112

 当期純利益 ― 284,136 284,136 ― 284,136

 株主資本以外の項目の 
 当事業年度中の変動額(純額)

― ― ― ― ―

当事業年度中の変動額合計 
(千円)

― 284,136 284,136 △112 284,024

平成19年３月31日残高(千円) 10,000 △2,394,931 △2,384,931 △476 664,592

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券 

評価差額金
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 154,013 154,013 534,581

当事業年度中の変動額

 自己株式の増加 ― ― △112

 当期純利益 ― ― 284,136

 株主資本以外の項目の 
 当事業年度中の変動額(純額)

△43,544 △43,544 △43,544

当事業年度中の変動額合計 
(千円)

△43,544 △43,544 240,479

平成19年３月31日残高(千円) 110,468 110,468 775,061



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４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当社は、主要取引先からの携帯電

話関連基板の受注高が大幅に減少し

たことにより、第62期（平成16年2

月1日から平成16年9月30日の８ヶ月

決算）から４期連続して多額な営業

損失、当期純損失を計上しておりま

す。当該状況により、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。

中間財務諸表提出会社である当社

は、この状況を解消すべく平成17年

10月に策定いたしました「中期経営

計画」の推進を通して、一刻も早い

赤字体質からの脱却と、現状の市場

環境においても利益を確保すること

ができる企業体質への変革に邁進し

ております。

当該計画は従来のプリント配線板

事業で蓄積したノウハウを生かし、

平成17年6月に立ち上げたシステム

事業本部の積極的展開を軸として、

当社の親会社であるＴＣＳホールデ

ィングス株式会社とそのグループ企

業とともに、電子部品製品の開発設

計から製品化まで事業範囲を拡大

し、新たな需要の創造と受注の確

保、拡大を図る計画であり、基本コ

ンセプトと当中間会計期間における

成果は、以下のとおりであります。

(1).電子部品製品におけるトータル

ソリューションサービスの展開

プリント配線板製造と実装を一

体化した受注に注力し、電子部品

製品の開発設計から部品・製品化

までの一貫受注を目指し、付加価

値の極大化を図る。

前事業年度から新たに部品の調

達、部品の実装、製品化に取り組

み、当中間会計期間の第２四半期

から取引の総額で売上高を計上す

るに至り、売上高 150,175千円、

売上総利益 7,341千円を計上いた

しました。

(2).プリント配線板製造事業とシス

テム事業を二本柱とする

①プリント配線板の設計（パター

ン設計）及び製造の従来事業に

加え、部品の調達、部品の実

装、製品化及び評価、検証・試

験業務まで事業範囲を拡大す

る。

当社は、主要取引先からの携帯電

話関連基板の受注高が大幅に減少し

たことにより、第62期（平成16年2

月1日から平成16年9月30日の８ヶ月

決算）から３期連続して多額な営業

損失を計上しておりました。よっ

て、業績は回復基調にあるものの、

依然として厳しい事業環境にありま

すので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。

中間財務諸表提出会社である当社

は、この状況を解消すべく平成17年

10月に策定いたしました「中期経営

計画」の推進を通して、一刻も早い

赤字体質からの脱却、現状の市場環

境においても利益を確保することが

できる企業体質への変革に邁進して

まいりました。当該計画は従来のプ

リント配線板事業で蓄積したノウハ

ウを生かし、また、平成17年6月に

立ち上げたシステム事業本部の積極

的展開を軸として、当社の親会社で

あるＴＣＳホールディングス株式会

社とそのグループ企業とともに、電

子部品製品の開発設計から製品化ま

で事業範囲を拡大し、新たな需要の

創造と受注の確保、拡大を図る計画

であります。 

 また、前事業年度において当該計

画の一部を見直し、システム事業に

おけるコンプライアンス確保のため

技術者を出向で受け入れ事業を内製

化する施策を新たに加え、同事業の

利益拡大を図りました。これにより

前事業年度においては４期ぶりに営

業利益に転じました。これらの計画

の基本コンセプトと当中間会計期間

における成果は、以下のとおりであ

ります。

(1). 電子部品製品におけるトータル

ソリューションサービスの展開

プリント基板製造と実装を一体

化した受注に注力し、電子部品製

品の開発設計から製品化までの一

貫受注を目指し、付加価値の極大

化を図る。

(2). プリント配線板製造事業とシス

テム事業を二本柱とする

①プリント配線板の設計（パター

ン設計）及び製造の従来事業に

加え、部品の調達、部品の実

装、製品化及び評価・検証・試

験業務まで事業範囲を拡大す

る。

当社は、当事業年度においては、

システム事業の積極的な事業拡大に

より４期ぶりに黒字に転じました

が、主要取引先からの携帯電話関連

基板の受注高が大幅に減少したこと

により第62期（平成16年2月1日から

平成16年9月30日の８ヶ月決算）か

ら３期連続して多額な営業損失を計

上しておりました。よって、業績は

回復基調にあるものの、依然として

厳しい事業環境にありますので継続

企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。

当社は、先の状況を解消すべく平

成17年10月に策定いたしました「中

期経営計画」の推進を通して、一刻

も早い赤字体質からの脱却、現状の

市場環境においても利益を確保する

ことができる企業体質への変革に邁

進してまいりました。当該計画は従

来のプリント配線板事業で蓄積した

ノウハウを生かし、また、平成17年

6月に立ち上げたシステム事業本部

の積極的展開を軸として、当社の親

会社であるＴＣＳホールディングス

株式会社とそのグループ企業ととも

に、電子部品製品の開発設計から製

品化まで事業範囲を拡大し、新たな

需要の創造と受注の確保、拡大を図

る計画であり、基本コンセプトと当

事業年度における成果は、以下のと

おりであります。 

(1). 電子部品製品におけるトータル

ソリューションサービスの展開

プリント基板製造と実装を一体

化した受注に注力し、電子部品製

品の開発設計から製品化までの一

貫受注を目指し、付加価値の極大

化を図る。 

 当該事業の基盤を強固にするた

め、平成18年2月24日付けにて株式

会社アイレックスインダストリア

ルソリューションズを当社の連結

子法人等といたしました。

(2). プリント配線板製造事業とシス

テム事業を二本柱とする

①プリント配線板の設計（パター

ン設計）及び製造の従来事業に

加え、部品の調達、部品の実

装、製品化及び評価・検証・試

験業務まで事業範囲を拡大す

る。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

②部品・製品の企画、開発、電子

回路設計、及びソフトウェア開

発の事業展開を図る。

前事業年度末までに組織・人

員の展開を整備し、当中間会計

期間におけるシステム事業の損

益は、売上高 1,679,966千円、

営業利益 40,434千円となりま

した。

(3).新規顧客の共同開拓

当社の親会社であるＴＣＳホー

ルディングス株式会社とそのグル

ープ企業の取引先、特に電気メー

カー系企業に対し、合同新規顧客

開拓活動の展開により顧客層の拡

大を目指す。

計画の策定以後、当中間会計期

間までにおいて約55社を新規開拓

し、当中間会計期間における売上

高は 397,055千円となりました。

（上記(1)の売上高 150,175千円

を含む）

(4).あらゆる製品を積極的に受注

協力（外注）工場を有効活用

し、両面～４層基板の少量生産品

も積極的に受注する。

当中間会計期間においては、新

たに海外協力工場２社からの仕入

を開始いたしました。

以上の活動の結果、当中間会計期

間の売上高は3,899,680千円（対前年

同 期 比 87.7％ 増）、経 常 損 失 は

478,429千円（対前年同期比 27.7％

減）となりました。

また、当下半期におきましては、

上記計画の(2)の②ソフトウェア開

発の事業展開について、コンプライ

アンスを確保するためにシステム事

業部門の技術者を出向にて受け入れ

事業基盤をより確かなものとする計

画であります。また、この施策によ

り収益性と財務体質の一層の改善を

図るものであります。

以上のように、当社は親会社であ

るＴＣＳホールディングス株式会社

及び主要取引先並びに主要金融機関

の協力、支援のもと、上記計画の達

成に邁進する所存であります。

中間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財務諸表に

は反映しておりません。

  当中間会計期間においては、

部品の調達、部品の実装、製品

化で221,905千円を売上げまし

た。

②部品・製品の企画、開発、電子

回路設計、及びソフトウェア開

発の事業展開を図る。 

 当中間会計期間におきまして

は前事業年度に引き続き新規開

発センターの開設、新規技術分

野への進出を目指しシステム事

業の積極的拡大を図りました。 

 その結果、同事業の売上高は

2,184,822 千 円、営 業 利 益 は

766,489千円となりました。

(3).新規顧客の共同開拓

当社の親会社であるＴＣＳホー

ルディングス株式会社とそのグル

ープ企業の取引先、特に電気メー

カー系企業に対し合同新規顧客開

拓活動の展開により顧客層の拡大

を目指す。 

 当中間会計期間においても新た

に２社を新規開拓し、計画開始か

ら通算して73社を新規開拓し、当

中間会計期間においては135,777千

円を売上げました。 

(4).あらゆる製品を積極的に受注

不採算受注撲滅のため、低採算

品については協力（外注）工場を

有効活用し、両面～４層基板の少

量生産品も積極的に受注する。

更なるコストダウンに対応するた

め、新たな海外協力工場の獲得に

積極的に展開中であります。

この他、プリント配線板事業で

は、営業面では収益性の高いファ

インパターン基板を中心に戦略的

受注拡大を図り、新たな大手電機

メーカー各社との取引拡大も目指

しております。また生産面では、

高難易度品の歩留り率の改善、リ

ードタイムの削減、低採算品の全

外注への転注などに取り組み、採

算性の回復に邁進しております。

以上のように、当社は親会社であ

るＴＣＳホールディングス株式会社

及び主要取引先並びに主要金融機関

の協力、支援のもと、上記計画の達

成に邁進する所存であります。 

 中間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財務諸表に

は反映しておりません。

  当事業年度においては、部品

の調達、部品の実装、製品化で

400,902千円を売上げました。

②部品・製品の企画、開発、電子

回路設計、及びソフトウェア開

発の事業展開を図る。 

 当事業年度におきましてはシ

ステム事業の積極的拡大を図り

ました。また下半期からはコン

プライアンス確保のため技術者

を出向で受け入れ事業を内製化

したことにより収益性の改善を

図りました。その結果、同事業

の売上高は4,775,650千円、営

業利益は927,770千円となりま

した。

(3).新規顧客の共同開拓

当社の親会社であるＴＣＳホー

ルディングス株式会社とそのグル

ープ企業の取引先、特に電気メー

カー系企業に対し合同新規顧客開

拓活動の展開により顧客層の拡大

を目指す。 

 計画開始から通算して約70社を

新規開拓し、当事業年度において

は514,238千円を売上げました。 

(4).あらゆる製品を積極的に受注

協力（外注）工場を有効活用

し、両面～４層基板の少量生産品

も積極的に受注する。 

 海外協力工場も含め、積極的に

展開中であります。

 上記のように、当事業年度にお

きましてはシステム事業部門の拡大

を図り、またプリント配線板部門に

おいても、販売面では徹底した不採

算受注撲滅のための受注戦略を採

り、原価面においては従来からの生

産性の向上、歩留り改善による変動

費の削減、及び生産高相応に至るま

での固定費の圧縮など徹底した諸経

費削減策を講じたことから、全体と

して前事業年度よりも売上高で

98.3％増加し、原価率でも19.2%改

善した結果、営業利益は黒字化いた

しました。 

 当社は利益体質への変革をより一

層確実なものとする為、翌事業年度

以降につきましても引き続き上記諸

施策の推進を図ることにより黒字継

続を目指していく所存であります。 

 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

な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。



中間財務諸表作成のため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４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 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

子会社株式及び関連会社株

式

同左

子会社株式及び関連会社株

式

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

(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)

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

  (評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)

 時価のないもの

  移動平均法による原価

法

 時価のないもの

同左

 時価のないもの

同左

(2) たな卸資産 製品・仕掛品 

 総平均法による原価法

製品・仕掛品

プリント配線板は総平均法

による原価法

システム開発は個別法によ

る原価法

製品・仕掛品

同左

原材料

 月次移動平均法による原

価法

原材料

同左

原材料

同左

貯蔵品

 終仕入原価法

 但し、一部の貯蔵品につ

いては月次移動平均法に

よる原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(3) デリバティブ取

引

時価法

なお、ヘッジの有効性が確

認されたものについては、

ヘッジ会計を適用しており

ます。

───── 時価法

なお、ヘッジの有効性が確

認されたものについては、

ヘッジ会計を適用しており

ます。

２ 固定資産の減価償

却の方法

有形固定資産

 定額法

有形固定資産

同左

有形固定資産

同左

無形固定資産

 定額法

 但し、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)に基づく定額法。

無形固定資産

同左

無形固定資産

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 中間期末債権の貸倒損失に

備えて、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。

同左 期末債権の貸倒損失に備え

て、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。

(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えて

支給見込額基準により計上

しております。

同左 同左

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生

していると認められる額を

計上しております。 

また、数理計算上の差異は

その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定年

数(10年)による定額法によ

り翌事業年度から費用処理

しております。

同左 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上し

ております。 

また、数理計算上の差異

は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定年数(10年)による定額法

により翌事業年度から費用

処理しております。

４ 重要な外貨建の資

産又は負債の本邦

通貨への換算の基

準

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。

同左  外貨建金銭債権債務は、

決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しており

ます。

５ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンスリー

ス取引については通常の賃

貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりま

す。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理

なお、為替予約等が付さ

れている外貨建金銭債権

債務については振当処理

を行っております。ま

た、ヘッジ会計の要件を

満たす金利スワップにつ

いては、特例処理を採用

しております。

(1) ヘッジ会計の方法

─────

(1) ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理

なお、為替予約等が付さ

れている外貨建金銭債権

債務については振当処理

を行っております。



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

 ・ヘッジ手段

   デリバティブ取引

(為替予約等取引及

び金利スワップ)

 ・ヘッジ対象

外貨建金銭債権債務

及び借入金利

(3) ヘッジ方針

  社内規程に基づき、通

常の営業取引に係る為

替変動リスク回避の目

的で実需の範囲内で利

用しており、投機目的

のためのデリバティブ

取引は行っておりませ

ん。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

─────

(3) ヘッジ方針

─────

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

 ・ヘッジ手段

   デリバティブ取引

   (為替予約等取引)

 ・ヘッジ対象

   外貨建金銭債権債務

(3) ヘッジ方針

社内規程に基づき、通

常の営業取引に係る為

替変動リスク回避の目

的で実需の範囲内で利

用しており、投機目的

のためのデリバティブ

取引は行っておりませ

ん。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

  ヘッジ手段とヘッジ対

象に関する重要な条件

が同一であり、高い有

効性が明らかに認めら

れるため、ヘッジの有

効性の判定を省略して

おります。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

─────

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

  ヘッジ手段とヘッジ対

象に関する重要な条件

が同一であり、高い有

効性が明らかに認めら

れるため、ヘッジの有

効性の判定を省略して

おります。

７ 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

 税抜方式

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



会計方針の変更 

 
  

表示方法の変更 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（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。

 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 188,119千円であ

ります。

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

 

───── （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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は 775,061千円であ

ります。 

 財務諸表等規則の改正により、当

事業年度における財務諸表は、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

──────
 

 

（中間貸借対照表）

１．前中間会計期間において投資その他の資産の「投

資有価証券」に含めて表示しておりました「関係会

社株式」（前中間会計期間 117,350千円）は当中間

会計期間での子会社株式の追加取得により重要性が

増したため当中間会計期間より区分掲記しておりま

す。

────── ２．前中間会計期間において流動負債の「その他」に

含めて表示しておりました「未払金」（前中間会計

期間 195,560千円）は負債純資産総額の100分の5を

超えたため、当中間会計期間より区分掲記しており

ます。



次へ 

追加情報 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────

 

（賞与引当金）

 当中間会計期間より、システム事

業本部の賞与支給基準が具体的に定

められたため、当該基準に基づき計

上しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べ、営業利益、経常利

益、及び税引前中間純利益はそれぞ

れ14,199千円少なく計上されており

ます。

─────



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 
 １ 受取手形割引高 10,830千円  １   ――――――  １ 受取手形割引高 24,470千円

売掛債権譲渡高 165,282千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額

5,330,489千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額

5,470,841千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額

5,401,062千円

※３ 担保資産

建物 840,697千円

構築物 1,876千円

機械及び
装置

4,977千円

工具器具
及び備品

99千円

土地 1,062,957千円

投資
有価証券

312,286千円

計 2,222,895千円

※３ 担保資産

建物 755,600千円

構築物 1,812千円

機械及び
装置

4,977千円

工具器具
及び備品

99千円

土地 1,062,957千円

投資
有価証券

264,107千円

計 2,089,555千円

※３ 担保資産

建物 798,782千円

構築物 1,844千円

機械及び
装置

4,977千円

工具器具
及び備品

99千円

土地 1,062,957千円

投資
有価証券

260,422千円

計 2,129,085千円

   上記に対する債務

割引手形 10,830千円

１年内返済
長期借入金

151,840千円

長期借入金 150,026千円

短期借入金 1,261,000千円

計 1,573,696千円  

   上記に対する債務

１年内返済
長期借入金

337,285千円

長期借入金 37,741千円

短期借入金 587,000千円

計 962,026千円

   上記に対する債務

割引手形 24,470千円

１年内返済
長期借入金

105,672千円

長期借入金 105,046千円

短期借入金 1,256,943千円

計 1,492,131千円

※４ 仮払消費税等及び仮受消費税

等については相殺のうえ、そ

の残額を流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。

※４  同左 ※４   ―――――― 

 

※５ 

――――――

※５ 当社においては、運転資金の

効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結し

ております。

 当中間会計期間末における当

座貸越契約に係る借入金未実行

残高等は次のとおりでありま

す。

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 400,000千円

――――――

 

※６ 中間期末日満期手形の会計処

理については、満期日に決済が

行われたものとして処理してお

ります。

 なお、当中間会計期間末が金

融機関の休日であったため、次

の中間期末日満期手形を満期日

に決済が行われたものとして処

理しております。

受取手形 7,844千円

割引手形 2,404千円
 

※６ 中間期末日満期手形の会計処

理については、満期日に決済が

行われたものとして処理してお

ります。

 なお、当中間会計期間末が金

融機関の休日であったため、次

の中間期末日満期手形を満期日

に決済が行われたものとして処

理しております。

受取手形 2,511千円

 

※６ 期末日満期手形の会計処理

については、満期日に決済が行

われたものとして処理しており

ます。  

 なお、事業年度末が金融機関

の休日であったため、次の期末

日満期手形を満期日に決済が行

われたものとして処理しており

ます。

受取手形 157千円

割引手形 841千円



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 １ 減価償却実施額

 有形固定資産 73,563千円

 無形固定資産 156千円
 

 １ 減価償却実施額

 有形固定資産 70,486千円

 無形固定資産 250千円

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 144,943千円

無形固定資産 452千円

※２   ─────

 

※２ 営業外収益の主要項目

受取利息 2,304千円

※２   ─────

 

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 41,903千円

社債利息 4,729千円
 

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 37,817千円

社債利息 4,946千円

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 81,815千円

社債利息 9,832千円

 

※４ 特別利益の主要項目

貸倒引当金 
戻入益

176,650千円

 

※４ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

1,106千円

 

 

※４ 特別利益の主要項目

貸倒引当金
戻入益

176,989千円

関係会社清算 
益

130,511千円

 

※５ 特別損失の主要項目

固定資産 
除却損

222千円

関係会社 
株式評価損

12,099千円

 

※５ 特別損失の主要項目

固定資産
除却損

9千円

 

※５ 特別損失の主要項目

固定資産
除却損

232千円

子会社株式
評価損

12,099千円

訴訟損失 16,285千円



次へ 

(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４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 972株は、単元未満株式の買い取りによる増加であります。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 972株 

株式の種類
前事業年度末 

株式数（株）

当中間会計期間 

増加株式数（株）

当中間会計期間 

減少株式数（株）

当中間会計期間末 

株式数（株）

普通株式（注） 2,241 972 － 3,213

計 2,241 972 － 3,213

株式の種類
前事業年度末 

株式数（株）

当中間会計期間 

増加株式数（株）

当中間会計期間 

減少株式数（株）

当中間会計期間末 

株式数（株）

普通株式（注） 3,213 － － 3,213

計 3,213 － － 3,213

株式の種類
前事業年度末 

株式数（株）

当事業年度 

増加株式数（株）

当事業年度 

減少株式数（株）

当事業年度末 

株式数（株）

普通株式（注） 2,241 972 － 3,213



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

機械 
及び 
装置

工具 
器具 
備品

無形固定

資産 

（ソフト 

ウェア）

合計

取得 
価額 
相当額 
(千円)

1,334,129 151,525 24,400 1,510,054

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円)

453,627 67,411 15,023 536,062

減損 
損失 
累計額 
相当額 
(千円)

448,267 72,661 1,180 522,109

中間期 
末残高 
相当額 
(千円)

432,233 11,452 8,196 451,882

 

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

機械 
及び 
装置

工具
器具 
備品

無形固定

資産 

（ソフト

ウェア）

合計

取得 
価額 
相当額 
(千円)

1,317,929 148,025 24,400 1,490,354

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円)

569,447 55,368 19,312 644,127

減損 
損失 
累計額 
相当額 
(千円)

435,543 71,837 1,180 508,561

中間期 
末残高 
相当額 
(千円)

312,938 20,819 3,906 337,664

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

機械
及び 
装置

工具器 
具及び 
備品

無形固定

資産 

（ソフト 

ウェア）

合計

取得
価額 
相当額 
(千円)

1,334,129 150,971 24,400 1,509,500

減価
償却 
累計額 
相当額 
(千円)

505,856 69,866 17,167 592,891

減損
損失
累計額
相当額
(千円)

448,267 72,661 1,180 522,109

期末
残高 
相当額 
(千円)

380,005 8,442 6,051 394,499

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高

   未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 275,949千円

１年超 575,823千円

合計 851,772千円

   リース資産減損勘定中間期末

残高
369,867千円

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高

   未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 229,609千円

１年超 346,057千円

合計 575,667千円

   リース資産減損勘定中間期末

残高
205,186千円

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高

   未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 264,469千円

１年超 449,936千円

合計 714,405千円

  リース資産減損勘定期末残高

287,168千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額

 

支払リース料 156,761千円

リース資産減損 
勘定の取崩額

84,155千円

減価償却費 
相当額

58,773千円

支払利息相当額 19,892千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額

 

支払リース料 154,074千円

リース資産減損
勘定の取崩額

81,981千円

減価償却費
相当額

56,834千円

支払利息相当額 15,036千円

 

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 311,760千円

リース資産減損 
勘定の取崩額

166,854千円

減価償却費
相当額

115,703千円

支払利息相当額 37,605千円



前へ   次へ 

   
  

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

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。 

  

当中間会計期間末(平成19年９月30日) 

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。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

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。 

  

  

(企業結合等関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

同左

  利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては利息法によっておりま

す。

  利息相当額の算定方法

同左

  利息相当額の算定方法

同左



(１株当たり情報) 

 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２ １株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定 

 上の基礎 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 △48.00円 △21.25円 △28.05円

１株当たり中間(当期)
純利益又は中間純損失
金額（△）

△10.77円 7.66円 9.66円

潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利

益

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額について

は、潜在株式は存在します

が１株当たり中間純損失で

あるため記載しておりませ

ん。

3.67円 4.62円

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額 
(千円)

188,119 975,030 775,061

純資産の部の合計額から 
控除する金額(千円) 
 （うちＡ種優先株式）

1,600,000
（1,600,000）

1,600,000
（1,600,000）

1,600,000
（1,600,000）

普通株式に係る中間期末 
（期末）純資産額(千円)

△1,411,880 △624,969 △824,938

普通株式の発行済株式数 
(株)

29,417,400 29,417,400 29,417,400

普通株式の自己株式数
（株）

3,213 3,213 3,213

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）

29,414,187 29,414,187 29,414,187

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益又は中間
純損失（△）(千円)

△316,823 225,386 284,136

普通株主に帰属しない 
金額（千円）

─ ─ ─

普通株式に係る中間 
(当期)純利益又は中間純損
失（△）(千円)

△316,823 225,386 284,136

普通株式の期中平均 
株式数（株）

29,414,506 29,414,187 29,414,347

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）

─────
 

A種優先
株式

32,000,000
 

A種優先 
株式

32,000,000



前へ 

  

 
  

(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

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
算定に含めなかった潜在株
式の概要

A種優先株式 16,000千
株の普通株式への転換
予約権の行使による株
式の増加（A種優先株
式の概要） 
① 発行価額 
   １株につき 100円 
② 発行価額の総額 
       1,600,000千円 
③ 転換請求期間 
  平成23年3月1日以降 
④ 当初転換価額 
   １株につき  50円 
 

───── ─────

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――――― ―――――― ――――――



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



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65期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月28日 
関東財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書の 
訂正報告書

第65期の有価証券報告書に係る訂正報
告書であります。

平成19年９月21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12月25日

株式会社アイレックス 

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
ている株式会社アイレックスの平成18年４月１日から平成19年３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４月１日から平成18年９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、株式会社アイレックス及び連結子会社の平成18年９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４月１日から平成18年９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、会社は第62期連結会計年度か

ら４期連続して多額な営業損失を計上したこと及び第63期連結会計年度から３期連続してマイナスの営
業キャッシュ・フローを計上したことにより、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)   追加情報(1)連結子会社の財務諸表の作成基準に記載されているとおり、連結子会社Rex 
Technologies Philippines, Inc. は平成14年12月に閉鎖を決定し、平成15年３月18日開催の株主総会
によって解散を決議した。このため、当該連結子会社は、平成14年12月31日に終了する事業年度以降の
財務諸表作成に当たり、企業継続を前提にした基準から清算を前提にした基準に変更している。したが
って、当該連結子会社の財務諸表は、資産については処分可能見込み額にて、また、負債については支
払見込み額によって作成している。 

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 
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  斉  藤  浩  史  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  関  谷  靖  夫  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  岡  本  和  巳  ㊞

※ 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、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月26日

株式会社アイレックス 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」
に掲げられている株式会社アイレックスの平成19年４月１日から平成20年３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４月１日から平成19年９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、株式会社アイレックス及び連結子会社の平成19年９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４月１日から平成19年９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 
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、会社の業績は回復基調にあるも

のの、依然として厳しい事業環境にあることにより、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。 
  
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 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  斉  藤  浩  史  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  関  谷  靖  夫  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  岡  本  和  巳  ㊞

※ 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、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月25日

株式会社アイレックス 

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

ている株式会社アイレックスの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第65期事業年度の中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９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、株式会社アイレックスの平成18年９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４月１日から平成18年９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 

 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、会社は第62期から４期連続して多

額な営業損失、当期純損失を計上したことにより、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。 

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 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  斉  藤  浩  史  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  関  谷  靖  夫  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  岡  本  和  巳  ㊞

※ 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、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月26日

株式会社アイレックス 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社アイレックスの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第66期事業年度の

中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９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、株式会社アイレックスの平成19年９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４月１日から平成19年９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 

 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、会社の業績は回復基調にあるもの

の、依然として厳しい事業環境にあることにより、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。 

  

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 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  斉  藤  浩  史  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  関  谷  靖  夫  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  岡  本  和  巳  ㊞

※ 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、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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