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第一部 【企業情報】

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

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高 (千円) 7,916,99510,938,55710,288,7657,367,3044,063,810

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △1,513,140254,938695,276316,269 11,732

当期純利益又は
当期純損失（△）

(千円) △3,161,643△489,512△1,621,5601,069,916113,546

純資産額 (千円) 674,0021,088,257△703,705321,988461,576

総資産額 (千円) 8,008,4646,610,7664,418,9032,395,3081,815,826

１株当たり純資産額 (円) △31.48 △24.34 △81.55 △46.61 △42.12

１株当たり当期純利益金額
又は当期純損失金額(△)

(円) △189.97 △16.64 △55.12 36.38 3.86

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

(円) ― ― ― 17.42 1.85

自己資本比率 (％) 8.41 13.37 △18.08 9.57 19.89

自己資本利益率 (％) ― ― ― ─ 38.46

株価収益率 (倍) ― ― ― 1.04 11.92

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △373,943△1,054,069816,687253,872157,148

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,425,923112,540△598,5071,391,7325,800

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,404,255△895,096△555,872△1,575,174△280,602

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 2,769,928933,315595,623666,053548,400

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(名)
296

(57)

960

(59)

895

(63)

725

(31)

395

(─)

(注) １　売上高には、消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。)は含まれておりません。
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、第64期及び第65期、第66期については、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。

３　１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に当
たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。なお、第64期の１株当た
り純資産額は本会計基準の適用により優先株式の発行価額1,600,000千円を控除した普通株式に係る期末の
純資産額を普通株式の期末発行済株式総数(自己株式を控除した株式数)で除して算出しております。

４　自己資本利益率については、第64期から第66期は当期純損失が計上されているため、又第67期は期中平均自己
資本がマイナスであるため、記載しておりません。

５　株価収益率については、第64期から第66期は当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
６　第64期の当期純損失の大幅な増加は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるもの
であります。

７　純資産額の算定にあたり、第65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。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高 (千円) 4,515,7448,956,1247,647,2424,759,2402,553,376

経常利益
又は経常損失(△)

(千円) △1,151,72914,779 493,856 272,193△26,510

当期純利益
又は当期純損失(△)

(千円) △3,296,663284,136△1,693,3831,065,73078,293

資本金 (千円) 1,540,0001,540,0001,540,0001,540,0001,540,000

発行済株式総数 (株) 45,417,40045,417,40045,417,40045,417,40045,417,400

普通株式 (株) 29,417,40029,417,40029,417,40029,417,40029,417,400

A種優先株式 (株) 16,000,00016,000,00016,000,00016,000,00016,000,000

純資産額 (千円) 534,581 775,061△976,716 45,638 134,665

総資産額 (千円) 7,446,2785,897,1973,734,2111,776,9341,544,708

１株当たり純資産額 (円) △36.22 △28.05 △87.60 △52.85 △49.82

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)
―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

─

(─)

１株当たり当期純利益金
額又は当期純損失金額
(△)

(円) △198.08 9.66 △57.57 36.23 2.66

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

(円) ― 4.62 ― 17.35 1.27

自己資本比率 (％) 7.17 13.14 △26.16 2.57 8.72

自己資本利益率 (％) ― ― ― ─ 86.85

株価収益率 (倍) ― 8.28 ― 1.05 17.29

配当性向 (％) ― ― ― ― ─

従業員数
(外、平均臨時
雇用者数)

(名)
245

(57)

727

(46)

602

(62)

383

(29)

193

(─)

(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株当たり当期純利益金額については、第64期及び第66期については、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。

３　１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に当

たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。なお、第64期の１株当た

り純資産額は本会計基準の適用により優先株式の発行価額1,600,000千円を控除した普通株式に係る期末の

純資産額を普通株式の期末発行済株式総数(自己株式を控除した株式数)で除して算出しております。
４　自己資本利益率については、第64期は当期純損失が計上されているため、又第65期から第67期は期中平均自己
資本がマイナスであるため、記載しておりません。

５　株価収益率については、第64期及び第66期は当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

６　第64期の当期純損失の大幅な増加は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるもの

であります。

７　純資産額の算定にあたり、第65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。
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２ 【沿革】

昭和23年11月東京都目黒区に金属表面処理事業を目的として、愛工電化株式会社(資本金50万円)を設立

しました。

昭和38年３月 半導体時代を予測し、プリント配線板の製造を開始しました。

昭和46年２月 プリント配線板のUL認定「米国保険業組合研究所の安全基準に関する認定」を取得しま

した。

昭和55年１月 神奈川県横浜市緑区川和町636番地に横浜工場を建設、プリント配線板の拡充を図りまし

た。

昭和57年７月 プリント配線板の生産力をさらに強化するため、神奈川県横浜市緑区川和町280番地に本

社工場を建設しました。

昭和60年１月 本店を東京都目黒区緑が丘から神奈川県横浜市緑区川和町280番地に移転しました。

昭和63年５月 CI(コーポレートアイデンティティ)の一環として、商号を愛工電化株式会社より株式会社

アイレックスに変更しました。

昭和63年９月 社団法人日本証券業協会の店頭売買登録銘柄として、昭和63年９月14日付にて登録され、

同日より店頭売買が開始されました。

平成９年３月 プリント配線板の生産会社としてフィリピンに現地法人Rex Technologies

Philippines, Inc.を設立しました。

平成12年６月 株式会社アイテクデザインを当社の子会社といたしました。

平成14年12月Rex Technologies Philippines,Inc.は事業を閉鎖しました。

平成16年３月 東京コンピュータサービス株式会社グループと資本業務提携しました。

平成16年５月 株式会社アイテクデザインは増資により当社の持分比率が減少したため、持分法適用会社

となりました。

平成17年６月 コンピュータシステム事業を開始しました。

平成18年１月 システム事業本部（現・横浜事業所）を横浜市港北区に開設し、併せて大阪事業所、広島

事業所をそれぞれ開設いたしました。

平成18年２月 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連結子会社としました。

平成18年５月 株式会社アイレックスソハード(現　アイレックスインフォテック株式会社)を連結子会社

としました。

平成18年８月 アイレックスシステム株式会社及び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)を連結子会社としました。

平成20年７月 プリント配線板事業を会社分割により株式会社キョウデンファインテックに分社化し、同

時にその全株式を株式会社キョウデンへ譲渡いたしました。

平成20年７月 本店を横浜市都筑区から横浜市港北区新横浜二丁目14番９号に移転いたしました。

平成20年12月株式会社アイテクデザインの全株式を売却いたしました。

平成21年３月

平成21年７月

ISO27001(ISMS)認証取得いたしました。

本店を横浜市港北区から東京都中央区日本橋本町四丁目８番14号に移転いたしました。

平成21年10月株式会社ジャスダック証券取引所における所属業種が、従来の「製造業」の「電気機器」

から「運輸・情報通信業」の「情報・通信業」に変更となりました。

平成22年２月 javaソース自動生成ツール"aiCreation"を開発・販売、入退室管理システム"入退弁慶"を

販売、メンタルヘルス総合管理システム"MENTOSS"のサービス提供を開始。

　

(注) １　平成６年11月に横浜市緑区から同市都筑区に行政区画を変更しております。

２　社団法人日本証券業協会は平成16年12月13日付けにて株式会社ジャスダック証券取引所になっております。

３　東京コンピュータサービス株式会社は、平成17年10月１日付けにて会社分割し、TCSホールディングス株式会社

に社名変更しております。

４　アイレックスインフォテック株式会社と株式会社アイレックスソハードは平成21年４月１日付けにて合併し

アイレックスインフォテック株式会社となりました。

５　平成22年４月１日付けにて、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡ

ＳＤＡＱ市場）に上場となっております。
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３ 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社及び子会社３社で構成され、ネットワークソリューション、エンベデッドソ

リューション、ハードウェアデザイン、ベリフィケーションの四つの事業分野と、当連結会計年度からは

ニュービジネス（エコ・Ｃｏ２削減、セキュリティ、メンタルヘルス）事業への参入も開始し、各事業にお

けるシステム開発を軸として、ハードウェア開発・設計、業務系アプリケーション開発から、検証・運用・

保守業務まで、トータルにサービスを提供しており、当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりで

あります。

　

(親会社)

ＴＣＳホールディングス株式会社

ＴＣＳホールディングス株式会社グループは、ソフトウェア・ファームウェア開発等あらゆる開発を

手掛けており、そのグループ企業は①ソフトウェア開発全般を手掛ける会社、②大手企業のソフトウェア

・ファームウェア技術の協業化を目的とした共同出資会社、③特殊専門分野の開発を専業とする会社の

３つに大別されます。また近年は、積極的にＭ＆Ａ戦略によってハードウェアの開発・製造を行うメー

カーから、部材調達・提供を行う商社まで、グループ事業の多角化を推進しております。

　

(主な子会社)

(1) アイレックスシステム株式会社

通信制御系システム開発及び各種産業機器の組込みシステム開発等を中心として、システム設計・構

築を行っております。

　

(2) 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

各種システムテスト、検証支援・総合検証、及びネットワークシステム、サーバーシステム、情報インフ

ラ等の設計・構築・運用・保守サービスを提供するシステムインテグレーション企業です。 

　

(3) アイレックスインフォテック株式会社

医療系、業務系アプリケーション開発、各種産業機器・家電製品の組込みシステム開発を行っておりま

す。

　

(4) その他１社(非連結子会社)

　

注．株式会社アイレックスソハードとアイレックスインフォテック株式会社は平成21年４月１日付けにて

合併し、アイレックスインフォテック株式会社となりました。
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　４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は
出資金
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有
[被所有]
割合(％)

関係内容

(連結子会社)
アイレックスシステム株式会社
(注)１
 

東京都中央区 50,000

通信制御系システム
開発
各種産業機器の組込
みシステム開発

100.00
システム開発業務の委託
技術者の出向受入
役員兼任3名

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 
(注)１

東京都中央区 50,000

各種システムテスト、
検証支援・総合検証
ネットワークシステ
ムの設計・構築・運
用・保守業務

80.00
システム開発業務の委託
技術者の出向受入

アイレックスインフォテック株
式会社　(注)１、４

東京都中央区 50,000

業務系アプリケー
ション開発
ハードウェア設計・
品質評価

77.61
システム開発業務の委託
技術者の出向受入

(親会社)
TCSホールディングス株式会社
(注)１、２、３

東京都中央区 225,000
TCSグループ全体の
事業活動の支配及び
管理

[76.71]
(19.90)
{ 0.09}

大株主
資金の借入
役員兼任１名

(その他の関係会社)
 
北部通信工業株式会社
(注)１、３

福島県福島市 310,000

FA・OA関連機器、IT
関連ネットワーク機
器及び周辺端末応用
機器等開発・設計・
製造

[7.54]
{69.26}

大株主

シグマトロン株式会社
(注)１、３

東京都中央区 65,000
通信制御系のソフト
ウェアおよびハード
ウェア設計・開発

[5.23]
{71.57}

大株主
システム開発業務の委託
技術者の出向受入

コンピュートロン株式会社
(注)１、３

群馬県前橋市 98,000

ソ フ ト ウ ェ ア 、
ファームウェア 、
ハードウェアの設計
・開発

[3.46]
{73.34}

大株主

(注) １　上記の会社のうち有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社はありません。

２　議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

３　議決権の被所有割合の{　}内は、緊密な者又は同意している者の被所有割合で外数であります。

４　株式会社アイレックスソハードとアイレックスインフォテック株式会社は平成21年４月１日付けにて合併し、

アイレックスインフォテック株式会社となりました。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年３月31日現在

従業員数(名) 395

(注) 1. 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. 前連結会計年度末に比べ従業員数が330名減少しておりますが、その主な理由は従業員の自己都合退職による

ものであります。

3. 臨時従業員数は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成22年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

193 32.3 2.1 3,454,705

(注) 1. 従業員数は当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含む就業人員であります。

2. 前事業年度末に比べ従業員数が190名減少しておりますが、その主な理由は従業員の自己都合退職によるもの

であります。

3. 臨時従業員数は、その総数が従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

4. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】
(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済を振り返りますと、一昨年のリーマン・ショックに端を発した金

融不安が米国・欧州から世界各国へ波及し、国内景気も急速に冷え込み、非常に厳しい状況からのスター

トとなりました。政府の景気浮揚策も予想していた程の効果があがらず、また新型インフルエンザの影響

もあり、二番底の懸念が囁かれている予断を許さない状況の中、米国及び中国経済は緩やかな回復の兆し

を見せ、国内景気は時を経ると共に全体的に持ち直してきております。企業部門においては輸出と消費に

おいて政府政策の恩恵を受けている産業（自動車・家電）が好転している一方で、円高やデフレが企業

収益の圧迫要因となり、資金繰り破綻する企業が増加し、また、破綻を免れた企業も人員削減、賃金カット

を含む大幅なリストラを余儀なくされました。それに伴い雇用及び設備投資においても、過剰感が解消さ

れない状況が続いております。家計部門についても定額給付金、エコカー減税及びエコポイント等による

政府の追加経済対策が景気を下支えし消費者心理にいい影響を与え好転しているものの、生活防衛から

消費を大幅に控え、小売業をはじめとする内需関連企業の業績も大幅に悪化している状況にありました。

情報サービス業界におきましてもソフトウエア関連投資が回復せず、情報サービス産業各社は調達先

や成長分野の絞込み、内製化やソフト開発委託の海外へのシフト強化など、コストの削減と体質の強化を

行うことにより業績の回復を図ってまいりました。

このような事業環境下で、当社グループは引き続き経営の効率化、及び新規顧客開拓等による事業拡大

を図り、黒字体質の強化と業績向上に日々努めておりますが、当連結会計年度における当社グループは、

主要な市場不振の影響を受けて、既存プロジェクトの中断や新規プロジェクト立ち上げの延期などによ

り受注が減少いたしました。この状況を改善するため、当社グループは全社をあげて既存顧客への一層の

営業活動と新規の顧客開拓により受注の確保と稼働率の改善に取り組んでまいりましたが、結果が出て

くるのは次期以降になるものと予想されます。

その結果、当連結会計年度における売上高は、プリント配線板事業の譲渡の影響も含め、前年同期と比

べ3,303,494千円減少（△44.8％）し4,063,810千円となりました。また、営業利益は前年同期と比べ

349,035千円減少（△96.8％）し11,688千円となりました。

営業外損益では、受取利息、受取賃貸料などの営業外収益が16,706千円ありましたが、支払利息などの

営業外費用が16,662千円あり、その結果、当連結会計年度の経常利益は前年同期と比べ304,537千円減少

（△96.3％）し11,732千円となりました。

特別損益では、賞与引当金戻入額や貸倒引当金戻入額等の特別利益が186,026千円ありましたが、投資

有価証券評価損、事務所移転費用などの特別損失が27,239千円ありました。また、前連結会計年度におい

ては固定資産売却益890,885千円等があったことから、当連結会計年度の当期純利益は、前年同期と比べ

956,369千円減少（△89.4％）し113,546千円となりました。
　
なお、当社グループの事業はシステム事業の単一事業でありますので、開示対象となるセグメントが存

在しないため、事業のセグメント別の業績は記載しておりません。
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(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度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、営業活動

によるキャッシュ・フローと敷金の回収による収入等により投資活動によるキャッシュ・フローが

増加いたしましたが、借入金の返済により財務活動によるキャッシュ・フローが減少し、前連結会計

年度末に比べ117,652千円減少し、当連結会計年度末には548,400千円となりました。

(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー

主に賞与引当金や仕入債務が減少いたしましたが、税金等調整前当期純利益の計上、及び売上債

権の減少等により157,148千円の資金が増加（前期は253,872千円の増加）いたしました。

(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得、敷金及び保証金の差入による支出等により資金が減少いたしましたが、敷

金の回収による収入等により5,800千円の資金が増加（前期は有形固定資産の売却による収入等

があり1,391,732千円の増加）いたしました。

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済等により280,602千円の資金が減少（前期は 1,575,174千円の減少）いたし

ました。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

事業の名称

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

生産高(千円) 前期比(％)

システム事業 4,063,810 △39.8

計 4,063,810 △39.8

(注) １　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
２　当社グループは、当連結会計年度よりシステム事業の単一事業となっているため、上記の前期比については、シ
ステム事業のみの実績を比較した増減率を記載しております。

　

(2) 受注状況

事業の名称

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

受注高(千円) 前期比(％)
受注残高
(千円)

前期比(％)

システム事業 4,155,000△36.4 210,669＋76.3

計 4,155,000△36.4 210,669＋76.3

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　当社グループは、当連結会計年度よりシステム事業の単一事業となっているため、上記の前期比については、シ

ステム事業のみの実績を比較した増減率を記載しております。

　

(3) 販売実績

事業の名称

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

販売高(千円) 前期比(％)

システム事業 4,063,810 △39.8

計 4,063,810 △39.8

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　当社グループは、当連結会計年度よりシステム事業の単一事業となっているため、上記の前期比については、シ

ステム事業のみの実績を比較した増減率を記載しております。

３　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以下のとおりであります。

相手先

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

NECシステムテクノロジー㈱ 1,247,22016.9 1,065,19126.2

日本電気通信システム㈱ 1,570,91221.3 922,660 22.7

東京コンピュータサービス㈱ ─ ─ 504,099 12.4

パナソニック㈱
セミコンダクター社

792,585 10.8 ─ ─

４　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
５　前連結会計年度の東京コンピュータサービス㈱、及び当連結会計年度のパナソニック㈱セミコンダクター社に
ついては、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。
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３ 【対処すべき課題】

今後の我が国経済を展望致しますと、リーマン・ショックの長期化に端を発する世界的な金融不安に

よる景気悪化も徐々に持ち直していくことが予想されますが、一方で、新たな金融市場の混乱により景気

回復は足踏み状態になることも予想されます。

このような状況の下、情報サービス業界は当連結会計年度に引き続き、当社グループの主要市場である

電機・自動車関連業界の環境は厳しい状況が見込まれ、受注価格の下落や開発案件の先送りなどが予想

されますが、社会から信頼される会社を目指す「企業価値向上」、既存ビジネスの強化・拡大と新規顧客

開拓並びに新しいビジネスモデルを創出する「事業構造改革」、業務を効率化し固定費の削減を図る

「業務改革」、の三つの改革を中心として、事業の拡大並びに経営の効率化を図り黒字定着を目指してい

く所存であります。

　

４ 【事業等のリスク】

当社グループの事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えら

れる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を以下に記載しておりま

す。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に

努める方針でありますが、当社グループの有価証券に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載

内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成22年6月28日)現在において当社グループ

が判断したものであり、また、当社グループ株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありま

せんので、この点をご留意ください。 

 

　

(1) 市況変動リスク

当社グループは顧客ニーズに的確に応えられかつ価格競争力がある企業を目指し、生産性・稼働率

向上、技術力向上、品質改善等に努め、常にコストダウンを念頭においてローコストオペレーションを

行い企業基盤の強化を図っておりますが、受注価格の急速な下落や、競争企業の参入の増加や海外への

オフショアによりコスト競争がより激しくなっていくことなどにより、当社グループの業績及び財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

(2) 受注、システム開発上のリスク

システムの受託開発業務においては、受注時に想定した以上に工数が嵩む場合や、成果物に瑕疵があ

ること等により追加工数が発生した場合、受注した案件が不採算となり当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。また、成果物の検収後におきましても、当社グループ又は当社グループの外

注委託先の責任に帰する重大なシステム障害が発生した場合には、当社グループの信用が損なわれ、補

償問題の発生など、その後の事業展開、業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　

(3) 情報セキュリティリスク 

企業活動においてコンピュータネットワークや情報システムの果たす役割が高まるに伴い、ソフト

ウェア、ハードウェアの不具合やコンピュータウィルスの侵入による情報システムへの障害や情報の

漏洩等のリスクが高まります。またソフトウェア業であります当社グループは、業務の特性上、取引先

の機密情報を取り扱うことがあります。当社グループにおいては、ISO27001（ISMS）の認証を取得し、

機器の管理・保全、セキュリティの高度化、運用ルールの設定や従業員教育のシステムを確立し情報セ

キュリティの保全に万全を期しておりますが、万一、当社グループ又は当社グループの外注委託先の責

任に起因するネットワークシステムや情報システム機能の機能低下や停止、又は情報漏洩事故等が発

生した場合、当社グループの信用が損なわれ、その後の事業展開、業績と財務状況に影響を及ぼす可能

性があります。

　

EDINET提出書類

株式会社アイレックス(E01972)

有価証券報告書

11/99



(4) 訴訟の発生

当社は、損害賠償等請求に関する以下の訴訟の提起を受けました。

① 当該訴訟の提起があった年月日 平成20年12月26日

② 当該訴訟を提起した者 　

ⅰ （イ） 商号 株式会社村田製作所

　 （ロ）本店所在地 京都府長岡京市東神足１丁目10番１号

　 （ハ）代表者 代表取締役社長　村田　恒夫

ⅱ （イ） 商号 株式会社小松村田製作所

　 （ロ）本店所在地 石川県小松市光町93番地

　 （ハ）代表者 代表取締役社長　坂本　秀夫
　

③ 訴訟の内容及び損害賠償請求金額

ⅰ 内容

　

当社は平成20年７月１日付けにてプリント配線板事業を会社分割により新設会社株式会社

キョウデンファインテックに承継させた上で、新設会社の全株式を株式会社キョウデンに譲渡

し、現在はプリント配線板事業から撤退しております。

　当該株式譲渡以前に当社が製造・販売したプリント配線板を使用して株式会社村田製作所及

び株式会社小松村田製作所が製造・販売した一部の製品について不具合が発生し、同社らが納

入先から損害賠償請求を受けたことをもって本件訴訟に至った次第であります。

ⅱ 損害賠償請求金額

　 　1,008,993千円

当該訴訟事件につきまして、当社といたしましては裁判において当社の正当性を主張して争ってい

く方針でありますが、当該訴訟の結果により損害賠償金等を支払わざるを得ない状況になった場合は、

当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

　

　

５ 【経営上の重要な契約等】

(1) 資本業務提携契約

当社は平成16年３月９日に東京コンピュータサービス株式会社(現　TCSホールディングス株式会社。

以下、同じ。)、そのグループ会社である北部通信工業株式会社及びシグマトロン株式会社との間で、資

本業務提携契約を締結しております。

① 資本提携

平成16年３月25日付けにて当社が実施した第三者割当増資の引き受けについて合意したものであり

ます。

② 業務提携

企業機会拡大を目的とし、それぞれの企業の有する経営資源を相互に有効活用することにより、両社

の事業基盤強化と拡大を図るべく努力することについて合意したものであります。

　

６ 【研究開発活動】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)の研究開発活動は、次世代通信制御系システム開発を中心とし

ております。

なお、当連結会計年度における研究開発費は386千円であります

　

EDINET提出書類

株式会社アイレックス(E01972)

有価証券報告書

12/99



７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は原則として連結財務諸表に基づいて分

析した内容であります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成22年６月28日)現在において当社グループ

が判断したものであります。

　

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。連結財務諸表の作成にあたり、当社グループは連結財務諸表に記載されている資産

・負債の額及び偶発債務の開示、並びに収益・費用の額などに影響を与える可能性のある見積り及び前

提条件を使用しており、この連結財務諸表の作成のための重要な会計基準等は、「第５ 経理の状況 １ 

連結財務諸表等 (1) 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」に記載していま

す。

　当社グループは、たな卸資産の評価、繰延税金資産、貸倒引当金、投資の減損、退職給付引当金等の重要な

会計方針に関して、見積りや仮定を必要としています。ただし、これらの見積りや仮定は、見積り特有の不

確実性があるため、実際の結果とは異なる場合があります。

　

(2) 財政状態の分析

①　資産

流動資産は、売上高の減少により受取手形及び売掛金や現金及び預金が減少し、前連結会計年度末よ

り578,352千円減少し1,450,135千円となりました。

固定資産では、保有株式の時価が上昇したことにより投資有価証券が増加いたしましたが、事務所移

転により敷金及び差入保証金（その他）が減少し、前連結会計年度末より1,130千円減少し365,690千

円となりました。

その結果、資産合計は前連結会計年度末より579,482千円減少し1,815,826千円となりました。

　

②　負債

流動負債は、短期借入金が増加いたしましたが、支払手形及び買掛金や未払金、賞与引当金の減少等

により、前連結会計年度末より159,628千円減少し954,589千円となりました。

固定負債は、長期借入金の返済や、長期未払金の支払い等により559,442千円減少し399,660千円とな

りました。

その結果、負債合計は前連結会計年度末より719,070千円減少し1,354,249千円となりました。

　

③　純資産

純資産は、保有株式の時価の上昇によりその他有価証券評価差額金が18,514千円増加したことと、当

期純利益113,546千円が計上されたことにより増加し、当連結会計年度末の純資産は前連結会計年度末

より139,588千円増加し461,576千円となりました。

　

(3) 経営成績の分析

①　売上高

当連結会計年度における当社グループは、主要な市場不振の影響を受けて、既存プロジェクトの中断

や新規プロジェクト立ち上げの延期などにより受注が減少いたしました。この状況を改善するため、当

社グループは全社をあげて既存顧客への一層の営業活動と新規の顧客開拓により受注の確保と稼働率

の改善に取り組んでまいりましたが、結果が出てくるのは次期以降になるものと予想されます。

その結果、当連結会計年度における売上高は、プリント配線板事業の譲渡の影響も含め、前年同期と

比べ3,303,494千円減少（△44.8％）し4,063,810千円となりました。
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②　売上原価

主要な市場不振の影響による受注の減少に対処するため、当社グループは全社をあげて固定費の削

減と稼働率の改善に取り組んでまいりましたが、当連結会計年度における当社グループの売上原価は、

3,516,437千円と前連結会計年度に比べ2,742,586千円減少（△43.8％）いたしました。

　

③　販売費及び一般管理費

当連結会計年度における当社グループの販売費及び一般管理費は535,684千円と前連結会計年度に

比べ211,872千円減少（△28.3％）いたしました。

販売費は、主に荷造運送費の減少により前連結会計年度に比べ1,008千円減少し5,554千円（前期比

15.4％減）となりましたが、一般管理費は業務委託料や採用費が減少し、前連結会計年度に比べ

210,864千円減少し530,129千円（△28.5％）となりました。

　

④　営業外損益

当連結会計年度における当社グループの営業外損益は、受取利息・配当金、土地建物の賃貸料収入な

どにより16,706千円の営業外収益がありました。前連結会計年度に比べ6,356千円減少（△27.6％）い

たしました。

一方、営業外費用は、支払利息及びその他により16,662千円となりました。前連結会計年度に比べ

50,854千円減少（△75.3％）いたしました。

　

⑤　特別損益

当連結会計年度における当社グループの特別損益は、賞与引当金戻入額や貸倒引当金戻入額等の特

別利益が186,026千円ありましたが、前連結会計年度においては固定資産売却益890,885千円等があっ

たため、前連結会計年度に比べ711,969千円減少（△79.3％）となりました。

一方、特別損失は、投資有価証券評価損、事務所移転費用などの特別損失が27,239千円ありました。前

連結会計年度においては製品補償引当金繰入額等があったため、前連結会計年度に比べ68,227千円減

少（△71.5％）となりました。

　

⑥　当期純利益

以上の結果から、当連結会計年度における当社グループの当期純利益は113,546千円となり、前連結

会計年度に比べ956,369千円減少（△89.4％）となりました。
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(4) 戦略的現状と見通し

当社グループには、４　事業等のリスクに記載いたしましたように、市況変動により発生しうるリスク

が存在しますが、これらのリスクの存在に鑑み、黒字体質の強化と業績向上のため、以下の３大改革を推

進しております。

① 企業価値向上

　ＩＲ活動及びパブリシティ活動の強化、ＩＳＭＳ・内部統制を中心としたコンプライアンス＆セキュ

リティ体制の維持・向上に努め、株価、企業価値の最大化を目指してまいります。

② 事業構造改革

(イ) 既存ビジネスモデルの強化・拡大

　従来から行ってまいりました受託開発ソフトなどの既存ビジネスモデルの更なる強化・拡大のた

め、グループ会社とのシナジー効果によりシステム開発から検証・運用・保守まで（ビジネスの上

流から下流まで）をワンストップで対応できる体制の構築と、一貫したトータルソリューション提

案力の拡大を目指してまいります。

(ロ) 新規ビジネス分野への参入

　今後伸長が期待される３大注目市場（エコ・Ｃｏ２削減ビジネス、セキュリティ・ビジネス、メン

タルヘルス・ビジネス）への新規参入を目指してまいります。

③ 業務改革

業務の効率化による固定費の削減を目指し、以下に注力してまいります。

(イ) グループ各社の連携強化によるグループ総合力（シナジー）の発揮

(ロ) 事業拡大に対応するべく幹部社員の育成と中途採用の強化

(ハ) 顧客ニーズに合った技術者のスキルシフトと案件マッチングの強化
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(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当連結会計年度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、営業活動によ

るキャッシュ・フローと敷金の回収による収入等により投資活動によるキャッシュ・フローが増加いた

しましたが、借入金の返済により財務活動によるキャッシュ・フローが減少し、前連結会計年度末に比べ

117,652千円減少し、当連結会計年度末には548,400千円となりました。

　

(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループは、システム開発業務から製作、運用、検証・保守業務までの幅広い業務経験・ノウハウ

を活かし、既存顧客の受注拡大及びターゲット業界の拡大による新規顧客の獲得に注力してまいります。

連結子会社につきましては通信・制御系システム開発に強みを持つアイレックスシステム㈱、第三者

検証とネットワークシステム運用に特化した㈱アイレックスインダストリアルソリューションズ、ハー

ド系システム開発及び業務系アプリケーション・ソフト開発に強いアイレックスインフォテック㈱の子

会社各社の得意分野によるすみ分けを図り、一貫したビジネスの提供力の拡大を図ってまいります。ま

た、ＩＣＴの活用が今後も更に続くと予想される中で、「心地よさ」「便利さ」「安心」を提供し豊かな

社会の実現に向け貢献すべく、グループ各社が得意分野での強みを発揮すると共に、連携強化によるシナ

ジー（相乗効果）を上げることに最大の努力を傾けてまいります。

当連結会計年度におきましては、リーマン・ショックに端を発した世界的金融不安の影響を受け売上

高が減少いたしましたが、上記のように事業拡大及びグループ会社のシナジー効果により、中期的に従業

員500人体制でグループ売上高50億円、経常利益5億円の体制、Ｇｏ（５００人）－Ｇｏ（５０億円）－Ｇ

ｏ（５億円）計画を推進してまいる所存であります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度において実施致しました企業集団の設備投資額は8,743千円であります。その主なもの

は、事業拠点の移転に伴う屋内工事等であります。

　

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

重要性がないため、記載を省略しております。

　

(2) 連結子会社

重要性がないため、記載を省略しております。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の新設等はありません。

　

(2) 重要な設備の売却等

当連結会計年度において、新たに確定した重要な設備の売却等はありません。
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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】

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

　

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年６月28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
大阪証券取引所
(注)１

(注)２、３

A種優先株式
（注）４

16,000,000 16,000,000― (注)５、６、７

計 45,417,400 45,417,400― ―

（注）１　平成22年４月１日付けにて、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳ

ＤＡＱ市場）に上場となっております。

２　完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。

３　単元株式数は1,000株であります。

４　当該A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等であります。

５　当該A種優先株式の特質

(1) 割当株式数が変更される旨

　　当該A種優先株式は、当社普通株式の株価の下落により転換価額が修正され、転換予約権の行使により取得と

引換えに発行する普通株式の数が増加いたします。

(2) 割当株式数又は転換価額修正の基準及び修正の頻度

　　当該A種優先株式の転換請求期間は平成23年３月１日以降とし、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

日の株式会社大阪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。)に修正されるものであります。

(3) 転換価額修正の下限及び転換発行により発行すべき普通株式数の上限

　　転換価額修正の下限は25円であり、転換発行により発行すべき普通株式数の上限は64,000,000株であります。

(4) 当社の決定による当該A種優先株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

　　当社は、平成21年３月１日以降、いつでも当該A種優先株式を買受けることができる旨を定款に定めておりま

す。

６　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

　　(単元株制度を採用しておりません。)

(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
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(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) 剰余金の配当

(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株あたりの買受価額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株につき発行価額に1.05を乗じた価額とする。

(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、直近事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株あたり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、分配可能額は最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) 新株引受権株式等の付与

　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。
　

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

　
　　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取引日の株式会社大阪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、その小数第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、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第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

小数第２位まで算出し、その小数第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。
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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。
　

　 　 　 　 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
　

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。

(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。
　

株式数＝

(
 
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

調整後転換価額
　

　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、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第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取引日の株式会社大阪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、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第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最初の利益配当金は、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。

(21) 当社は、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。
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(22) 議決権を有しないこととしている理由

　資本の増強に当たり、既存の株主への影響を考慮したためであります。

(23) 単元株式数は1,000株であります。

７　A種優先株式に係る欄外記載事項

(1) 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

　　該当事項はありません。

(2) A種優先株式に表示された権利の行使に関する事項についての当該A種優先株式の所有者と当社との間の取決

めの内容

　　A種優先株式について、当該優先株式に付された各種権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決

めはありません。

(3) 当社の株券の売買に関する事項についての、当該A種優先株式の所有者と当社との間の取決めの内容

　　当該A種優先株式の所有者は、当該A種優先株式の発行日である平成18年２月28日から5年間において、当該A種

優先株式の全部又は一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、

譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、当社に書面により報告する旨の確約を得ております。

　　また、当該A種優先株式については、所有者が普通株式に転換するまでの期間において継続保有すること及び

所有者が発行済株式総数の5％以上の当社株式を市場または証券会社以外に売却する場合、当社に対して事前

通知を行なうこと、並びにその場合において、当社が同条件以上の買取先を斡旋する場合は、所有者は当社が

指定する買取先に売却する旨の内諾を得ております。

(4) 当社の株券の貸借に関する事項についての、当該A種優先株式の所有者と当社の特別利害関係者との間の取決

めの内容

　　当社の知る限り、当該取決めはありません。

(5) その他投資者の保護を図るため必要な事項

　　当該A種優先株式の所有者との間で、当該A種優先株式の内容を実質的に変更するような条件等の合意は特に

ありません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年２月１日以後の開始事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありま

せん。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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18年２月27日
(注)１

― 15,417,400△3,427,05040,000△2,607,88710,000

平成18年２月28日
(注)２

30,000,00045,417,4001,500,0001,540,0001,500,0001,510,000

(注) １　資本金及び資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。

２　第三者割当　30,000千株(普通株式14,000千株、A種優先株式16,000千株)

　　発行価額　　100円(１株につき)

　　資本組入額　50円(１株につき)

　　割当先　　　TCSホールディングス株式会社
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(6) 【所有者別状況】

① 普通株式

平成22年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

1 2 12 54 4 1 1,2091,283 ―

所有株式数
(単元)

2 174 292 22,693 142 5 6,10329,4116,400

所有株式数
の割合(％)

0.01 0.59 0.99 77.16 0.48 0.02 20.75100.00 ―

(注) １　上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が 1単元含まれております。

２　自己株式5,806株は「個人その他」に5,000株、「単元未満株式の状況」に806株が含まれております。

　

② A種優先株式

平成22年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

─ ─ ─ 1 ─ ─ ─ 1 ―

所有株式数
(単元)

─ ─ ─ 16,000 ─ ─ ─ 16,000 ―

所有株式数
の割合(％)

─ ─ ─ 100.00 ─ ─ ─ 100.00 ―
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(7) 【大株主の状況】

① 普通株式

平成22年３月31日現在

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 16,706 56.79

北部通信工業株式会社 福島県福島市伏拝字沖27番１号 2,216 7.53

シグマトロン株式会社 東京都中央区日本橋本町４丁目８－14 1,539 5.23

コンピュートロン株式会社 群馬県前橋市問屋町１丁目11－２ 1,016 3.45

松　浦　行　子 東京都中央区 393 1.34

飯　村　洋　司 茨城県笠間市 268 0.91

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２丁目４－６ 171 0.58

アイレックス社員持株会 東京都中央区日本橋本町４丁目８－14 170 0.58

コムシス株式会社 横浜市港北区新横浜１丁目28－８ 163 0.55

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４ 139 0.47

計 ― 22,781 77.44

　

② A種優先株式

平成22年３月31日現在

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
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

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

5,000
―

株主としての権利内容に制限のない、
標準となる株式
単元株式数 1,000株

完全議決権株式(その他)
普通株式

29,406,000
29,406 同上

単元未満株式
普通株式

6,400
―

株主としての権利内容に制限のない、
標準となる株式

発行済株式総数 45,417,400― ―

総株主の議決権 ― 29,406 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数 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806株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

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

東京都中央区日本橋本町
４丁目８－14

5,000 ─ 5,000 0.02

計 ― 5,000 ─ 5,000 0.02

　

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 　

会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

　

(1)　株主総会決議による取得の状況

　　該当事項はありません。

　

(2)　取締役会決議による取得の状況

　　該当事項はありません。

　

(3)　株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

　

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 924 48

当期間における取得自己株式 ─ ─

(注)　当期間における取得自己株式には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

　

(4)　取得自己株式の処理状況及び保有状況

区分

当事業年度 当期間

株式数(株) 処分価額の総額(円) 株式数(株) 処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を
行った取得自己株式

─ ─ ─ ─

消却の処分を行った
取得自己株式

─ ─ ─ ─

合併、株式交換、会社分
割に係る移転を行った
取得自己株式

─ ─ ─ ─

その他
(―)

─ ─ ─ ─

保有自己株式数 5,806 ─ 5,806 ─

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、配当の決定機関は、

中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。また、収益状況に対応した配当を行うことを基本と

しつつ、受注や技術力の競争に打ち勝つ企業体質の一層の強化、並びに将来の事業拡大に備えるための内部

留保の充実などを勘案して決定する方針を採っております。

当期におきましては、なお利益剰余金に大きなマイナスが残っていることから、誠に遺憾ながら当期の配

当につきましては見送らせていただきたいと存じます。

また、次期の配当につきましても、資本金及び資本準備金を減少させ欠損填補を行う旨を定時株主総会に

付議し利益剰余金の欠損を填補する予定ではありますが、景気回復の見通しに不透明感があることから、上

記の方針に基づき総合的に勘案いたしますと、現時点におきましては見送りを予定しております。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款において定めております。

　

　

４ 【株価の推移】

(1)　最近５年間の事業年度別最高・最低株価

①　普通株式

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

最高(円) 300 189 101 104 92

最低(円) 96 65 52 28 35

(注)１　最高・最低株価は、株式会社ジャスダック証券取引所におけるものであります。

２　平成22年４月１日付けにて、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳ

ＤＡＱ市場）に上場となっております。

　

②　A種優先株式

当社の優先株式は、金融商品取引所に上場されておりません。

　

(2)　最近６月間の月別最高・最低株価

①　普通株式

月別 平成21年10月 11月 12月 平成22年１月 ２月 ３月

最高(円) 71 51 51 52 45 46

最低(円) 43 40 41 42 41 42

(注)１　最高・最低株価は、株式会社ジャスダック証券取引所におけるものであります。

２　平成22年４月１日付けにて、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳ

ＤＡＱ市場）に上場となっております。

　

②　A種優先株式

当社の優先株式は、金融商品取引所に上場されておりません。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

　 久次米　正　明 昭和22年２月４日生

昭和44年４月 日本ビクター㈱入社

(注)２
普通株式

3

平成14年７月 ㈱ビクター・データ・システムズ

取締役

平成15年７月 同社代表取締役常務取締役

平成16年６月 同社代表取締役社長

平成19年10月 当社入社

当社執行役員営業本部長

平成20年６月 当社取締役就任

当社経営管理本部長

平成20年２月 アイレックスシステム㈱代表取締

役社長就任（現任）

平成21年６月 当社代表取締役社長就任（現任）

取締役
システム
本部長

山　口　克　己 昭和33年７月19日生

昭和54年４月 第一生命保険相互会社入社

(注)２
普通株式

3

昭和56年１月 日本エス・イー㈱入社

平成７年４月 東京コンピュータサービス㈱入社

平成17年６月 当社出向　システム事業本部部長

平成18年１月 当社執行役員

平成18年４月 当社システム事業本部長

平成19年６月 当社取締役就任

平成20年６月 当社常務取締役就任（現任）

当社システム本部長（現任）

取締役 経理部長 中　野　浩　樹 昭和36年１月３日生

昭和59年４月 当社入社

(注)２
普通株式

5

平成18年４月 当社経理部長

平成20年６月 当社取締役就任（現任）

　 当社経理本部長

 
 
平成21年７月

MUTOHホールディングス㈱　監査役

（現任）

当社経理部長（現任）

取締役

人事部長・
管理部長・
内部監査
室長

亀　井　康　之 昭和31年２月23日生

昭和54年４月 協栄生命保険㈱入社

(注)２
普通株式

1
　

平成13年10月 エヌ・ティ・ティ・システム開発

㈱入社

平成14年12月 東京コンピュータサービス㈱入社

平成15年３月 コムシス㈱入社

平成20年４月 当社出向

平成21年４月 当社入社

当社人事部長（現任）

平成21年６月 当社取締役就任（現任）

平成21年７月 当社内部監査室長（現任）

平成22年６月 当社管理部長（現任）

取締役 相談役 馬　場　芳　彦 昭和27年５月30日生

昭和51年４月 ユニデン㈱入社

(注)２
普通株式

7

平成９年６月 同社常務取締役

平成10年６月 同社代表取締役社長

平成14年12月 リンクエボリューション㈱代表取

締役社長

平成18年12月 TCSホールディングス㈱入社

北部通信工業㈱取締役副社長就任

平成19年１月 当社顧問

平成19年６月 当社代表取締役社長就任

平成21年６月 武藤工業㈱取締役就任（現任）

　 当社取締役就任(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役 　 横　貝　誠一郎 昭和24年５月10日生

昭和47年４月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱新生銀

行）入行

(注)３
普通株式

2

平成14年１月 ㈱日本ボルチモアテクノロジーズ

入社

平成14年６月 東京コンピュータサービス㈱入社

平成15年９月 ㈱テクノ・セブン入社

平成17年６月 ㈱タカラ・サーミスタ取締役

（現任）

平成20年６月 当社常勤監査役就任(現任)

監査役 　 阿　部　利　彦 昭和33年９月９日生

昭和57年４月 武藤工業㈱入社

(注)４ ―

平成10年12月 同社財務部長

平成12年12月 ㈱ムトーエンタープライズ監査役

就任（現任）

平成15年５月 武藤工業㈱経営企画部長

平成17年６月 ㈱ムトーエンジニアリング監査役

就任

平成17年７月 武藤工業㈱管理本部副本部長

平成19年４月 MUTOHホールディングス㈱経営管

理本部担当部長（現任）

平成20年６月 武藤工業㈱取締役（現任）

平成22年６月 当社監査役就任(現任)

監査役 　 村　田　秀　和 昭和33年８月11日生

昭和59年４月 三菱重工業㈱入社

(注)４ ―

平成元年６月 ㈱日本債券信用銀行（現㈱あおぞ

ら銀行）入行

平成21年９月 東京コンピュータサービス㈱入社

　総務部長

平成21年10月 TCSホールディングス㈱出向　経営

管理部長（現任）

　 エヌ・ティ・ティ・システム開発

㈱取締役就任(現任)

平成22年６月 当社監査役就任(現任)

計
普通株式

21

(注) １　監査役　横貝誠一郎、阿部利彦及び村田秀和は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２　取締役の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

３　監査役　横貝誠一郎の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。

４　監査役　阿部利彦及び村田秀和の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年３月期に

係る定時株主総会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　企業統治の体制

（イ）企業統治の体制の概要

当社は企業価値を継続的に高めていくために、「企業経営の透明性・健全性の向上」・「意思決

定の迅速化」を重視し、あらゆるステイクホルダーに対する説明責任を確立していきたいと考えて

おります。従って株主等の利益最大化及び投資家の保護を念頭に、当社における企業統治の体制と

して取締役会は５名、また監査役会は３名で構成しており、迅速かつ堅実な対応を図るため重要事

実についての情報の共有化・組織の緊密化に取り組んでおります。

そのため当社グループでは、経営上の意思決定、コンプライアンスの遵守状況、業務執行及び監督

に係る経営管理状況、リスクの発生原因となる情報や状況の変化等の情報をグループ全体で共有化

し、迅速かつ適正な経営を効率的に進めるため、当社においては取締役及び各支店長で構成される

経営会議を月毎に開催しております。また、子会社を含めたグループ全体においてはグループ各社

の主要取締役及び管理職で構成するグループ連絡会を週毎に開催し、グループ全取締役で構成され

るグループ経営会議を四半期毎に開催しております。

　

（ロ）当社が当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、取締役の中に前職においてトップマネジメント職を経験した者が複数人おりますので、

過去の経験を生かした適切な業務執行がなされると考えております。

また、当社の監査役会は３名の社外監査役で構成されれており、経営の監視という面で、現行の取

締役会、監査役会によるコーポレート・ガバナンスが有効に機能していると考えております。

　
（ハ）内部統制システムの整備の状況

当社は、平成20年８月14日（木曜日）開催の取締役会において、会社法第362条第５項に基づく当

社の「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社

の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して、次の通

り決議しております。

(ⅰ) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として内部監査室を設けております。コンプライ

アンスに関する体制を整備するため規程の制定、委員会の設置、取締役並びに従業員への教育を

実施し、特に管理職に対しては 「AIREX行動規範解説書」を作成配布し、いくつかの状況の想定

リスクをあげ業務運営にあたるよう意識付けをしてまいります。また複数の顧問弁護士と連絡を

密にしてその都度相談を行っており、法令等の遵守に努めております。

更に、セキュリティ関連では専門プロジェクトにより、ISMSの取得を目指し、システム開発企業

として重要な課題である情報セキュリティについて万全な体制を構築します。

　また、反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力に対しては、警察等と緊

密に連携し、全社をあげて毅然とした態度で対応します。情報セキュリティについて、万全な体制

を構築します。

(注)　当企業集団11拠点において、ISO27001（ISMS）を平成21年３月13日に認証取得致しました。

(ⅱ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は業務執行に関し、損益、資産効率、品質、災害等の状況が正確に且つタイムリーに取締役会

に報告される体制を整備し、リスクの早期発見、損失の極小化を図ってまいります。

　そのためにリスクに関する規程を定め、全社的なリスク管理の把握・評価を行います。また、リ

スクが現実化し、緊急の際はリスクを回避するため、取締役や管理職に対し緊急招集をかける体

制をとっております。

(ⅲ) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は定例の取締役会を毎月１回開催することはもとより、必要に応じ臨時の取締役会を開催

し、重要事項の決定並びに各取締役の所管業務の執行状況の監督等を行っております。

　業務運営については、経営計画及び年度毎予算計画を立案し目標設定をしており、月次で実行状

況をチェックしております。各部門においては個別実行計画を立案し効率的運営を図っておりま

す。

　また、当社は、事業計画達成のために定例の経営会議を毎月１回開催しております。厳しい経営

環境の下、迅速に対応するため、平成16年12月の株主総会において定款変更を行い、取締役の任期

を１年に変更し取締役の職務執行の効率性を求めております。

(ⅳ) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は法令及び社内規程に従い、定款・規程・議事録等文書その他情報について適切な保存管
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理を行っており、必要に応じて閲覧可能な状態を維持します。また、重要書類については保存期間

を定め、規程を整備してまいります。

(ⅴ) 当企業集団における業務の適正を確保するための体制

　企業集団における各企業の情報交換・人事交流を積極的に行い、連携を強化します。

　また、企業集団における各企業の規模・内部管理体制の整備状況を勘案し、親会社の企業行動規

範・リスク管理規程等を適宜準用し、合理的なシステムの構築に努めます。

　更に、グループ子会社と連結決算等の観点から定例のグループ経営会議を毎月１回開催してお

ります。

(ⅵ) 監査役の職務を補助すべき使用人及び取締役からの独立性に関する体制

　監査役の業務を補佐する専任部署として監査役室を設置しております。補助する者は当社の従

業員から任命し、任命・解任・人事考課・異動等については監査役会の承認を必要とすることと

します。

　

（ニ）リスク管理体制の整備の状況

当社は業務全般にわたって、リスクが存在すること及びリスクの回避・軽減を疎かにすることは

ステイクホルダーの信頼や当社の経営に重大かつ深刻な影響を与える可能性が高いことを強く認識

し、内在する各種リスクをどのように管理していくかを経営の最重要課題として考えており、取締役

会において適時リスク管理に係わる重要な方針について審議・決定しております。

とりわけ当社は、システム開発会社として情報の取り扱いに関するリスクが最重要と考え、毎年全

社員対象にセキュリティー教育を行っております。
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②　内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

（イ）内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続

当社は、社長を内部監査の最高責任者としております。また、当社内に内部統制を担当する部署と

して内部監査室を設置し、財務報告及びＩＴ統制に精通した要員（５名）を配置しております。

　また、当社は監査役制度を採用しており、監査役３名全員は社外監査役であり、内外からの監査を強

化し牽制機能を備えております。当該３名は銀行出身者及び財務・経理の部門での経験の長い者で

あり、財務・経理の相当な知見を有しております。

　監査役の監査の方法は、会議への参加、管理職への意見聴取、書類閲覧、支店等の各拠点毎の監査等

業務監査を行っております。なお、監査役の業務を補助する専任部署として監査役室を設置しており

ます。補助する者は当社管理部の従業員から適任者を任命しております。

会計監査に関しては、当社は聖橋監査法人と監査契約を締結しており、会社法及び金融商品取引法

上の監査を受けております。

会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人

指定社員　業務執行社員　　松田　信彦 聖橋監査法人

指定社員　業務執行社員　　永田　敬 聖橋監査法人

(注) １　公認会計士の継続監査年数は、７年以内であるため記載を省略しております。

２　監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、会計士補等６名で構成されております。

　

（ロ）内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係

監査役と内部監査室は、適時、内部統制監査の実施方法（範囲・回数）等の打ち合わせを行い、連

携を図り、監査の実効性を高めております。

　監査役会と内部監査室は、原則、２ヵ月に１回定例の打ち合わせを行い、内部監査の方法及び進捗に

ついて協議・報告を行い、また更なる機能強化及び体制整備等につき連携を図っております。

会計監査人と監査役会は、四半期ごとに四半期決算のレビュー内容について協議し、また期末決算

においては期末監査の内容について協議し、連携を図っております。

　

③　社外取締役及び社外監査役

（イ）社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外監査役３名のうち２名は、TCSホールディングス株式会社及びそのグループ会社の取締

役及び従業員であります。なお、TCSホールディングス株式会社は当社の親会社であります。また他の

１名の社外監査役は、当社の独立役員であります。

その他の利害関係はありません。

　
（ロ）社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

当社は、監査役選任に関して企業統治の観点から、社外監査役で構成することを心がけておりま

す。また取締役の監視を強化するために取締役会及び重要会議に出席した常勤監査役の報告内容を

議題として監査役会を開催しております。

なお、当社は、会社法第427条第１項に規定する契約（いわゆる責任限定契約）を締結している者

はおりません。また、会社法第373条第１項に規定する特別取締役による取締役会の決議制度につき

ましては定めておりません。

　
（ハ）社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社の監査役３名全員は社外監査役であり、当該３名は銀行出身者及び財務・経理部門での長い

経験があり、長年培ってこられた財務・経理での相当な経験、見識を当社の監査に反映していただ

き、独立かつ公正な立場より客観的な監査意見をいただけるものと考え選任しております。

なお、当社はコーポレートガバナンスの更なる強化のために、社外監査役による客観的な監視が確

立されている状況下においても、段階的に社外取締役の選定を視野に入れております。
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（ニ）社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連

携並びに内部統制部門との関係

監査役と内部監査室は、適時、内部統制監査の実施方法（範囲・回数）等の打ち合わせを行い、連

携を図り、監査の実効性を高めております。

　監査役会と内部監査室は、原則、２ヵ月に１回定例の打ち合わせを行い、内部監査の方法及び進捗に

ついて協議・報告を行い、また更なる機能強化及び体制整備等につき連携を図っております。

また、会計監査人と監査役会は、四半期ごとに四半期決算のレビュー内容について協議し、また期

末決算においては期末監査の内容について協議し、連携を図っております。

　

（ホ）社外取締役を選任していない場合のそれに代わる社内体制及び当該社内体制を採用する理由

当社は社外取締役を選任しておりません。すべての監査役が社外監査役（うち独立役員１名）で

構成されていることにより、社外取締役に期待される客観的・中立的な取締役の業務執行に対する

監視機能が十分に確保できるものと考えられるため、現状の体制を採用しております。

　

④　役員の報酬等

（イ）提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の

総額（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）
基本報酬

役員退職慰労

引当金繰入額

取締役
（当社には社外取締役は
おりません。）

31,782 29,286 2,496 5

監査役
（社外監査役を除く）

─ ─ ─ ─

社外役員
（社外監査役） 4,460 4,200 260 1

(注) １　取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２　取締役の報酬限度額は、昭和60年４月26日開催の第42回定時株主総会にて年額240百万円以内（使用人兼務 

取締役の使用人分給与は含まない）と決議頂いております。

３　監査役の報酬限度額は、昭和60年４月26日開催の第42回定時株主総会にて年額30百万円以内と決議頂いてお

ります。

４　連結報酬等の総額が１億円以上である者は存在いたしません。

　

（ロ）使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

　

（ハ）役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社は、役員の報酬等の額の決定に関して定款において定めておりませんので、会社法361条の

規定により株主総会の決議により定めることとしております。
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⑤　株式の保有状況

（イ）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 11銘柄

貸借対照表計上額の合計額 175,007千円

　

（ロ）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表計上額

が株主資本合計の100分の1を超える銘柄

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

保有目的

株式会社横浜銀行 148,806 68,153 取引の円滑化

株式会社三菱ＵＦＪフィナン
シャルグループ

38,510 18,869 取引の円滑化

日本電気株式会社 65,313 18,353 取引の円滑化

ユニチカ株式会社 225,000 17,100 取引の円滑化

ダイダン株式会社 31,000 14,570 取引の円滑化

株式会社ニコン 5,000 10,205 取引の円滑化

株式会社三井住友フィナンシャ
ルグループ

3,222 9,955 取引の円滑化

株式会社みずほフィナンシャル
グループ

50,150 9,277 取引の円滑化

黒田電気株式会社 3,360 4,324 取引の円滑化

株式会社東芝 7,511 3,627 取引の円滑化

　

（ハ）保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

　

⑥　株式の議決権制限に関する事項

当社は機動的な資本政策を確保するため、会社法第108条１項１号に定める内容（剰余金の配当）、

会社法第108条１項２号に定める内容（残余財産の分配）、会社法第108条１項３号に定める内容（い

わゆる議決権制限）、会社法第108条１項５号（株主からの株式の取得請求）、会社法第108条１項６号

（会社からの株式の取得請求）についての異なる定めをしたＡ種優先株式を発行しております。

　

⑦ 取締役の定数及び任期について

当社は定款において、取締役の員数を12名以内と定めており、また任期については１年としておりま

す。

　

⑧ 取締役の選任及び特別決議の決議要件について

当社は、定款において、取締役、監査役の選任決議における定足数(議決権を行使することができる株

主の議決権の過半数を有する株主)を、「３分の１以上」の割合とする旨、及び当社の取締役の選任は

累積投票によらないものとする旨を定めております。

　また、当社は、特別決議における定足数を「総株主の議決権の３分の１以上を有する株主」とする旨

を定款に定めております。これは、株主の分散化、議決権を行使しない個人投資家の増加等に伴い、特別

決議の定足数として総株主の議決権の過半数を確保することが将来的に難しい場合が生じうることを

考慮してのことであります。

　

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

（中間配当）

当社は、中間配当について、取締役会の決議により、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載または記

録された株主または登録株式質権者（Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者を除く）に対し、

中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うこ

とを目的とするものであります。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 22,500 ─ 24,000 ─

連結子会社 ─ ─ ─ ─

計 22,500 ─ 24,000 ─

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

決定方針は特に定めておりませんが、当社稟議規定に基づく稟議決裁により決定しております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「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、前連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「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、前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成20年４月１日から平成

21年３月31日まで)及び前事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)並びに当連結会計年度

(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)及び当事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日

まで)の連結財務諸表及び財務諸表については聖橋監査法人により監査を受けております。

　

３　連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、顧問先その他会計基準設定主体等任

意の団体が主催する講習会等に積極的に参加しディスクロージャーに係る要員のスキルの向上に努めてお

ります。また、会計基準の内容又はその変更等についての意見発信及び普及・コミュニケーションを行う組

織・団体へ加入する方向で検討しております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 666,053 548,400

受取手形及び売掛金 1,229,955 769,403

仕掛品 38,985 17,371

原材料及び貯蔵品 － 2,002

繰延税金資産 29,955 22,511

短期貸付金 200 －

その他 65,246 90,991

貸倒引当金 △1,909 △545

流動資産合計 2,028,488 1,450,135

固定資産

有形固定資産

土地 64,185 64,185

その他 35,950 37,294

減価償却累計額 △19,823 △21,102

その他（純額） 16,127 16,192

有形固定資産合計 80,313 80,378

無形固定資産

その他 2,678 9,525

無形固定資産合計 2,678 9,525

投資その他の資産

投資有価証券 194,679 209,478

長期貸付金 66 －

破産更生債権等 43,154 －

その他 89,082 70,327

貸倒引当金 △43,154 △4,018

投資その他の資産合計 283,828 275,787

固定資産合計 366,820 365,690

資産合計 2,395,308 1,815,826
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 332,676 248,761

短期借入金 225,000 413,324

未払金 216,752 138,146

未払法人税等 11,188 42,979

賞与引当金 161,491 62,029

受注損失引当金 15,991 －

製品補償引当金 37,605 －

その他 113,512 49,347

流動負債合計 1,114,217 954,589

固定負債

長期借入金 724,000 255,122

繰延税金負債 6,141 14,372

退職給付引当金 49,827 56,262

役員退職慰労引当金 3,351 3,931

長期未払金 172,716 －

その他 3,066 69,971

固定負債合計 959,103 399,660

負債合計 2,073,320 1,354,249

純資産の部

株主資本

資本金 1,540,000 1,540,000

資本剰余金 1,510,000 1,510,000

利益剰余金 △2,825,000 △2,711,454

自己株式 △605 △653

株主資本合計 224,394 337,892

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,826 23,341

評価・換算差額等合計 4,826 23,341

少数株主持分 92,767 100,342

純資産合計 321,988 461,576

負債純資産合計 2,395,308 1,815,826
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②【連結損益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高 7,367,304 4,063,810

売上原価 ※1
 6,259,023 3,516,437

売上総利益 1,108,280 547,373

販売費及び一般管理費

販売費 6,563 5,554

一般管理費 ※3
 740,993

※3
 530,129

販売費及び一般管理費合計 ※2
 747,556

※2
 535,684

営業利益 360,723 11,688

営業外収益

受取利息 4,827 2,028

受取配当金 5,124 3,505

受取賃貸料 6,778 5,142

助成金収入 － 5,288

その他 6,332 741

営業外収益合計 23,062 16,706

営業外費用

支払利息 53,483 16,019

売上債権売却損 420 －

賃貸資産賃借料 7,670 －

その他 5,942 643

営業外費用合計 67,516 16,662

経常利益 316,269 11,732

特別利益

固定資産売却益 ※4
 890,885

※4
 0

賞与引当金戻入額 － 115,915

製品補償引当金戻入額 － 27,605

貸倒引当金戻入額 1,550 38,537

その他 5,559 3,967

特別利益合計 897,995 186,026

特別損失

固定資産除却損 ※5
 2,513

※5
 4,450

投資有価証券評価損 30,926 14,119

事業整理損 ※6
 24,421 －

製品補償引当金繰入額 37,605 －

事務所移転費用 － 5,875

その他 － 2,794

特別損失合計 95,466 27,239

税金等調整前当期純利益 1,118,798 170,518

法人税、住民税及び事業税 43,434 44,907

法人税等還付税額 △8,968 －

法人税等調整額 14,644 4,589

法人税等合計 49,110 49,497

少数株主利益又は少数株主損失（△） △228 7,474

当期純利益 1,069,916 113,546
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,540,000 1,540,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,540,000 1,540,000

資本剰余金

前期末残高 1,510,000 1,510,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,510,000 1,510,000

利益剰余金

前期末残高 △3,896,390 △2,825,000

当期変動額

当期純利益 1,069,916 113,546

連結範囲の変動 1,472 －

当期変動額合計 1,071,389 113,546

当期末残高 △2,825,000 △2,711,454

自己株式

前期末残高 △476 △605

当期変動額

自己株式の取得 △128 △48

当期変動額合計 △128 △48

当期末残高 △605 △653

株主資本合計

前期末残高 △846,866 224,394

当期変動額

当期純利益 1,069,916 113,546

連結範囲の変動 1,472 －

自己株式の取得 △128 △48

当期変動額合計 1,071,260 113,498

当期末残高 224,394 337,892
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 48,143 4,826

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△43,316 18,514

当期変動額合計 △43,316 18,514

当期末残高 4,826 23,341

評価・換算差額等合計

前期末残高 48,143 4,826

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△43,316 18,514

当期変動額合計 △43,316 18,514

当期末残高 4,826 23,341

少数株主持分

前期末残高 95,016 92,767

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,249 7,575

当期変動額合計 △2,249 7,575

当期末残高 92,767 100,342

純資産合計

前期末残高 △703,705 321,988

当期変動額

当期純利益 1,069,916 113,546

連結範囲の変動 1,472 －

自己株式の取得 △128 △48

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,566 26,089

当期変動額合計 1,025,693 139,588

当期末残高 321,988 461,576
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３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 1,118,798 170,518

減価償却費 12,018 3,632

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,283 △40,499

賞与引当金の増減額（△は減少） 58,118 △99,461

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,904 6,435

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,135 579

受取利息及び受取配当金 △9,951 △5,534

支払利息 53,483 16,019

投資有価証券評価損益（△は益） 30,926 14,119

有形固定資産売却損益（△は益） △890,885 △0

有形固定資産除却損 2,513 4,450

売上債権の増減額（△は増加） 852,440 460,552

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,671 19,611

仕入債務の増減額（△は減少） △432,166 △83,915

未払消費税等の増減額（△は減少） △79,865 △18,890

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 24,421 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 15,991 △15,991

製品補償引当金の増減額（△は減少） 37,605 △37,605

その他 △476,027 △204,490

小計 375,847 189,531

利息及び配当金の受取額 10,013 5,534

利息の支払額 △48,348 △16,357

法人税等の支払額 △83,640 △21,559

営業活動によるキャッシュ・フロー 253,872 157,148

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 △38,919 －

定期預金の払戻による収入 77,834 －

有形固定資産の取得による支出 △16,214 △8,742

有形固定資産の売却による収入 988,000 0

投資有価証券の取得による支出 △6,543 △2,419

投資有価証券の売却による収入 3,490 283

事業譲渡による収入 ※２
 82,812 －

貸付けによる支出 △50,000 △150,033

貸付金の回収による収入 421,727 150,233

敷金及び保証金の差入による支出 △71,868 △58,312

敷金の回収による収入 － 82,006

その他 1,412 △7,214

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,391,732 5,800

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（△は減少） △979,000 155,000

長期借入れによる収入 989,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △1,085,046 △535,554

社債の償還による支出 △500,000 －

自己株式の取得による支出 △128 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,575,174 △280,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,429 △117,652

現金及び現金同等物の期首残高 595,623 666,053

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 666,053

※1
 548,400
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び主要な連結子会

社の名称

連結子会社の数
　４社
主要な連結子会社の名称
　アイレックスシステム㈱、㈱アイレッ
クスインダストリアルソリューション
ズ、㈱アイレックスソハード、アイレッ
クスインフォテック㈱

　なお、前連結会計年度まで連結の範囲

に含めていたRex Technologies

Philippines,Inc.は平成20年11月26日

をもって清算手続きを完了したため、

当連結会計年度において連結の範囲か

ら除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

　REX TECHNOLOGY,INC．

連結の範囲から除いた理由

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。
 

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会

社の名称

連結子会社の数
　　３社
主要な連結子会社の名称
　アイレックスシステム㈱、㈱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㈱

　なお、㈱アイレックスソハードは平成

21年４月１日付けにてアイレックスイ

ンフォテック㈱と合併いたしました。

 

 

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称
同左

 

連結の範囲から除いた理由

同左
 

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は

関連会社の数及び主要な会社等の名

称

　　該当事項はありません。

　なお、前連結会計年度まで持分法の適

用の範囲に含めていた㈱アイテクデザ

インは平成20年12月29日付けにて当社

が保有する全株式を売却したため、当連

結会計年度において持分法の適用範囲

から除外しております。

(2)持分法を適用しない非連結子会社又

は関連会社の名称等

主要な会社等の名称

　REX TECHNOLOGY,INC．

持分法を適用しない理由

非連結子会社のREX TECHNOLOGY, 　　
　　　 INC．は、当期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為、持分法を適
用しておりません。

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は

関連会社の数及び主要な会社等の名

称

　　該当事項はありません。

　

 

 

 

(2)持分法を適用しない非連結子会社又

は関連会社の名称等

主要な会社等の名称

同左

持分法を適用しない理由

同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日と連結決算日は
一致しております。

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

４　会計処理基準に関する事

項

　(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

　 　

(イ)有価証券 その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基づく時価法

(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

　 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

　　(ロ)たな卸資産

 
仕掛品

個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切り下げの方法により算定）

仕掛品

同左

　 貯蔵品

───────

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「棚卸資産の評
価に関する会計基準」（企業会計基準
第９号　平成18年７月５日公表分）を適
用しております。
　この結果、従来の方法によった場合と
比べて、当連結会計年度における売上総
利益及び営業利益、経常利益は、それぞ
れ81,617千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。

貯蔵品

　最終仕入原価法

　(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産
主に定額法

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

　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

　　また、市場販売目的のソフトウェア

については、見込有効期間における

販売実績数量に基づく方法
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　(3) 重要な引当金の計上基

準

　 　

(イ)貸倒引当金 　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

　　(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

　  (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見込額

に基づき、計上しております。

（追加情報）
　当社は、プリント配線板事業の会社分
割による分社化及び株式譲渡により退
職年金加入人数が著しく減少し合理的
に数理計算を行うことが困難となった
ため、当連結会計年度より簡便法（自己
都合要支給額）に変更しております。

　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見込額

に基づき、計上しております。

　　(ニ)役員退職慰労引当金 　一部の連結子会社で役員の退職慰労

金の支出に備えるため、役員退任慰労

金規程に基づく当連結会計年度末にお

ける要支給額を計上しております。

　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当連

結会計年度末における要支給額を計上

しております。

　　(ホ)受注損失引当金 　一括請負契約により受注した案件の

損失に備えるため、受注済案件のうち

当連結会計年度末において損失が確実

視され、かつ、その金額を合理的に見積

ることができるものについては、将来

発生が見込まれる損失額を計上してお

ります。

同左

 

　　(ヘ)製品補償引当金 　当社が製作・販売した製品に関する

瑕疵担保責任による将来発生し得る損

失に備えるため、補償負担見込額を計

上しております。

 

同左

 

　(4) 重要な収益及び費用の

計上基準

 

───────

 

完成工事高の計上基準

　当連結会計年度に着手した受注制作

のソフトウェア契約から、当連結会計

年度末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる契約については工

事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他の契約につい

ては検収基準を適用しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　(5) 消費税等の会計処理方

法

 

　

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております

 

同左

 

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

 

同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却につい

ては、５年間の均等償却を行っており

ます。

 

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３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

　

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準等）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号　（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月

30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１

月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成

19年３月30日改正））を適用しております。

　これによる当連結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。

（受注制作のソフトウェアの売上高及び売上原価の計

上基準の変更）

　受注制作のソフトウェア契約に係る収益の計上基準

については検収基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成

19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12

月27日）を当連結会計年度より適用し、当連結会計年

度に着手した受注制作のソフトウェア契約から、当連

結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる契約については工事進行基準（工事の進捗

率の見積りは原価比例法）を、その他の契約について

は検収基準を適用しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、当連結

会計年度の売上総利益、営業利益、経常利益、税金等調

整前当期純利益、及び当期純利益は、それぞれ10,029千

円多く計上されております。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（連結貸借対照表）　

（たな卸資産）

　財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲

記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製

品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して

おります。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含

まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵

品」は、それぞれ97,775千円、202,738千円、77,977千円

であります。

 

（連結貸借対照表）　
（短期貸付金）
　前連結会計年度において区分掲記していた「短期貸

付金」は重要性が低下したため、当連結会計年度にお

いて流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。なお、当連結会計年度における当該勘定科目の金額

は66千円であります。

 
 

（建物及び構築物、機械装置及び運搬具、工具、器具及

び備品）

　前連結会計年度において区分掲記していた「建物及

び構築物」、「機械装置及び運搬具」、「工具、器具及

び備品」は資産総額の100分の１を下回ったため、当連

結会計年度において有形固定資産の「その他」に含め

て表示しております。なお、当連結会計年度における当

該勘定科目の金額は、それぞれ13,298千円、0千円、

2,829千円であります。

（破産更生債権等）
　前連結会計年度において区分掲記していた「破産更

生債権等」は重要性が低下したため、当連結会計年度

において投資その他の資産の「その他」に含めて表示

しております。なお、当連結会計年度における当該勘定

科目の金額は4,018千円であります。

 

 

　 （長期未払金）
　前連結会計年度において区分掲記していた「長期未

払金」は負債純資産総額の100分の5を下回ったため、

当連結会計年度において固定負債の「その他」に含め

て表示しております。なお、当連結会計年度における当

該勘定科目の金額は66,472千円であります。
 

　

【追加情報】

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(1) 受注損失引当金の計上

　一括請負契約により受注した案件の損失に備えるため、

受注済案件のうち当連結会計年度末において損失が確実

視され、かつ、その金額を合理的に見積ることができるも

のについては、将来発生が見込まれる損失額を計上して

おります。

　なお、これにより、当連結会計年度の売上総利益及び営

業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ

15,991千円少なく計上されております。

 

───────

(2) 製品補償引当金の計上

　当社が製作・販売した製品に関する瑕疵担保責任によ

り将来発生し得る損失に備えるため、補償負担見込額を

計上しております。

　なお、これにより、当連結会計年度の税金等調整前当期

純利益は37,605千円少なく計上されております。

───────
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

１　重要な訴訟事件

　当社は、損害賠償等請求に関する以下の訴訟の提起を

受けました。

 (1)
当該訴訟の提起があっ
た年月日

平成20年12月26日

 (2)当該訴訟を提起した者 　

　 ① (イ) 商号 株式会社村田製作所

　 　（ロ）本店所在地
京都府長岡京市東神足
１丁目10番１号

　 　（ハ）代表者
代表取締役社長
　　　　村田　恒夫

　 ② (イ) 商号
株式会社
　　小松村田製作所

　 　（ロ）本店所在地
石川県小松市光町
93番地

　 　（ハ）代表者
代表取締役社長
　　　　萬代　治文

(3)訴訟の内容及び損害賠償請求金額

① 内容

　当社は平成20年７月１日付けにてプリント配線板事

業を会社分割により新設会社株式会社キョウデン

ファインテックに承継させた上で、新設会社の全株式

を株式会社キョウデンに譲渡し、現在はプリント配線

板事業から撤退しております。

　当該株式譲渡以前に当社が製造・販売したプリント

配線板を使用して株式会社村田製作所及び株式会社

小松村田製作所が製造・販売した一部の製品につい

て不具合が発生し、同社らが納入先から損害賠償請求

を受けたことをもって本件訴訟に至った次第であり

ます。

② 損害賠償請求金額

　　 310,227千円

 

１　重要な訴訟事件

　当社は、損害賠償等請求に関する以下の訴訟の提起を

受けました。

 (1)
当該訴訟の提起があっ
た年月日

平成20年12月26日

 (2)当該訴訟を提起した者 　

　 ① (イ) 商号 株式会社村田製作所

　 　（ロ）本店所在地
京都府長岡京市東神足
１丁目10番１号

　 　（ハ）代表者
代表取締役社長
　　　　村田　恒夫

　 ② (イ) 商号
株式会社
　　小松村田製作所

　 　（ロ）本店所在地
石川県小松市光町
93番地

　 　（ハ）代表者
代表取締役社長
　　　　坂本　秀夫

(3)訴訟の内容及び損害賠償請求金額

① 内容

　当社は平成20年７月１日付けにてプリント配線板事

業を会社分割により新設会社株式会社キョウデン

ファインテックに承継させた上で、新設会社の全株式

を株式会社キョウデンに譲渡し、現在はプリント配線

板事業から撤退しております。

　当該株式譲渡以前に当社が製造・販売したプリント

配線板を使用して株式会社村田製作所及び株式会社

小松村田製作所が製造・販売した一部の製品につい

て不具合が発生し、同社らが納入先から損害賠償請求

を受けたことをもって本件訴訟に至った次第であり

ます。

② 損害賠償請求金額

　　 1,008,993千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低
下による簿価切り下げの額

売上原価 81,617千円

 

※１　　　　　　　───────

　 　

 

※２　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 359,127千円

賞与引当金繰入額 21,474千円

退職給付費用 17,130千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,237千円
 

※２　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 276,736千円

賞与引当金繰入額 7,412千円

退職給付費用 4,388千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,837千円

賃借料 66,991千円

※３　研究開発費の総額
 
　　　一般管理費に含まれる研究開発費はありません。
 

※３　研究開発費の総額
 
　　　一般管理費に含まれる研究開発費は386千円でありま
す。

※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 17,749千円

土地 873,136千円

計 890,885千円
 

※４　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 0千円

計 0千円
 

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 576千円

機械装置及び運搬具 1,909千円

工具、器具及び備品 26千円

計 2,513千円

 

※５　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 4,353千円

工具、器具及び備品 97千円

計 4,450千円

 

※６　事業整理損
プリント配線板事業の譲渡に伴
う損失

24,421千円

 

※６　　　　　　　───────
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(連結株主資本等変動計算書関係)

　

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 29,417,400 － － 29,417,400

A種優先株式（株） 16,000,000 － － 16,000,000

計 45,417,400 － － 45,417,400

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,213 1,669 － 4,882

　
（変動事由の概要）

自己株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式（普通株式）の買取りによる増加　1,669株

　

　

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 29,417,400 － － 29,417,400

A種優先株式（株） 16,000,000 － － 16,000,000

計 45,417,400 － － 45,417,400

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,882 924 － 5,806

　
（変動事由の概要）

自己株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

　単元未満株式（普通株式）の買取りによる増加　　924株
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 666,053千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 666,053千円

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 548,400千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 千円

現金及び現金同等物 548,400千円

※２　当連結会計年度に事業譲渡された資産及び負債の

主な内訳

　プリント配線板事業の会社分割による分社化及び株

式譲渡に伴う譲渡時の資産及び負債の内訳並びに譲渡

による収入は次のとおりであります。

流動資産 340,566千円

固定資産 330,768千円

流動負債 △533千円

固定負債 △201,284千円

事業整理損 △19,003千円

事業整理損失引当金 △367,700千円

差引：事業譲渡による収入 　 82,812千円

 

※２　　　　　　　───────

 

　

(リース取引関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　リースにより使用している固定資産は重要性が低い

ため、注記を省略しております。
同左

　 　

　

次へ
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(金融商品関係)

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

（追加情報）

　当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及

び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10

日）を適用しております。

　

１．金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、システム開発を中心とした役務・製品の提供を行うため、業務上発生し得る営
業債権、営業債務を保有しております。また、資金繰計画に照らして長期・短期的な運転資金を金
融機関から調達しております。これらの金融商品には、業務上晒されているリスクの種類と内容を
理解した上で適切なリスク管理を実施し、安定的な利益を獲得する方針を採っております。

　
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、通常の運転資金については銀行
等金融機関からの借入により資金を調達しております。
　営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に長期保有
目的で所有する取引先に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金及び未払金は、主に１年以内の支払期日であります。借入金は、長期及び短
期の運転資金を目的として調達しており、その一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒

されております。

　
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
　当社は、社内管理規程に従い、取引の開始に当たっては相手先の現況・将来性・経営者・業界
事情等を総合的に検討し、また必要に応じて信用調査を依頼する等を行い与信限度額を設定し
その範囲内で取引を行うこととしております。また、営業部は取引先の状況を定期的にモニタ
リングし、取引相手先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
　連結子会社においても、当社の社内管理規程に準じて、同様の管理を行うこととしておりま
す。
② 資金調達に係る流動性リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新し手許流動性を
確保することにより、流動性リスクを管理しております。

　

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

　

(5) 信用リスクの集中
　当期の連結決算日現在における営業債権のうち、75.7％が特定の大口顧客に対するものでありま
す。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり
であります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもには、次表には含めておりませ
ん。

　

　
連結貸借対照表計上

額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 548,400 548,400 ─

(2) 売掛金 769,403 769,403 ─

(3) 投資有価証券 209,478 209,478 ─

資産計 1,527,2821,527,282 ─

(1) 買掛金 248,761 248,761 ─

(2) 短期借入金 413,324 413,324 ─

(3) 未払金 138,146 138,146 ─

(4) 長期借入金 255,122 249,785 △5,337

負債計 1,055,3531,050,016 △5,337

　
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1) 現金及び預金

　預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。

(2) 売掛金
　これらの時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券
　これらの時価は、株式は取引所の価格によっております。また、市場価格がない等により時価評価
されていない投資有価証券はありません。

負　債

(1) 買掛金及び(2)短期借入金、並びに(3)未払金
　これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

(4)長期借入金
　変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映しており、時価は帳簿価額と近似していると考
えられるため、当該帳簿価額によっております。
　固定金利によるものは、一定の期間毎に区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の借入
において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

　

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　　該当事項はありません。

　

（注３）長期借入金の連結決算日後の返済予定額

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

長期借入金(１年以内に
返済予定のものを除く)

213,324 41,798

合計 213,324 41,798
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(有価証券関係)

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　
前連結会計年度(平成21年３月31日)

取得原価
(千円)

連結貸借対照表
計上額(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

　 　 　

　株式 63,010 92,255 29,244

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

　 　 　

　株式 123,115 102,424 △20,690

合計 186,126 194,679 8,553

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。

　
２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券
　

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

３　時価評価されていない主な有価証券
　

　該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

１　その他有価証券

　
当連結会計年度(平成22年３月31日)

連結貸借対照表
計上額(千円)

取得原価
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの

　 　 　

　株式 160,967 112,892 48,074

連結貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの

　 　 　

　株式 48,510 61,286 △12,775

合計 209,478 174,179 35,298

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行

い、投資有価証券評価損14,119千円を計上しております。
　
２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券
　

売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

　

(デリバティブ取引関係)

　

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成21年４月

１日　至　平成22年３月31日)

   該当事項はありません。
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要
　　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、退職
一時金制度による退職給付制度を設けております。

 

１　採用している退職給付制度の概要
同左

２　退職給付債務に関する事項
①　退職給付債務 △51,268千円
②　年金資産 1,441

③　未積立退職給付債務(①＋②) △49,827
④　未認識数理計算上の差異 ─
⑤　会計基準変更時差異の未処理額 ─

⑥　退職給付引当金(③＋④＋⑤) △49,827
　(注)1 年金資産は適格退職年金の未清算分であります。
　 　2 当社は、プリント配線板事業の会社分割による分

社化及び株式譲渡により退職年金加入人数が
著しく減少し合理的に数理計算を行うことが
困難となったため、当連結会計年度より簡便法
（自己都合要支給額）に変更しております。

 

２　退職給付債務に関する事項
①　退職給付債務 △56,262千円
②　退職給付引当金 △56,262
　 　
　 　
　 　
　 　

 
 

３　退職給付費用に関する事項
①　勤務費用 39,019千円
②　利息費用 1,109
③　期待運用収益(年金資産) △532
④　数理計算上の差異の費用処理額 1,198
⑤　会計基準変更時差異の費用処理額 －

小計 40,795
⑥　厚生年金基金拠出金 10,354

合計 51,149
　(注)　連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に計上

しております。
 

３　退職給付費用に関する事項
①　勤務費用 30,278千円
②　退職給付費用 30,278
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　
　 　

 
 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
①　退職給付費用の期間配分方法 ─
②　割引率 ─
③　期待運用収益率 ─
④　数理計算上の差異の処理年数 ─
⑤　会計基準変更時差異の処理年数 ５年

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　簡便法（期末自己都合要支給額を計上する方法）

　

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成21年４月

１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　繰延税金資産 　
　　税務上の繰越欠損金 3,159,224千円

　　未払事業所税 2,661千円

　　貸倒引当金 17,612千円

　　賞与引当金 66,643千円

　　一括償却資産 804千円

　　退職給付引当金 20,541千円

　　役員退職慰労引当金 556千円

有価証券評価損 19,764千円

　　会員権評価損 8,118千円

　　減損損失 1,134千円

　　受注損失引当金 6,561千円

　　製品補償引当金 15,429千円

　　その他 6,991千円

　　　繰延税金資産小計 3,326,043千円

　　評価性引当金 △3,289,948千円

　　　繰延税金資産合計 36,095千円

　繰延税金負債 　
　　その他有価証券評価差額金 6,141千円

　　　繰延税金負債合計 6,141千円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　繰延税金資産 　
　　税務上の繰越欠損金 3,063,900千円

　　未払事業所税 3,452千円

　　貸倒引当金 317千円

　　賞与引当金 25,566千円

　　一括償却資産 306千円

　　退職給付引当金 23,160千円

　　役員退職慰労引当金 1,608千円

有価証券評価損 21,389千円

　　会員権評価損 8,051千円

　　減損損失 1,125千円

　　その他 6,834千円

　　　繰延税金資産小計 3,155,711千円

　　評価性引当金 △3,124,206千円

　　　繰延税金資産合計 31,505千円

　繰延税金負債 　
　　その他有価証券評価差額金 14,372千円

　　　繰延税金負債合計 14,372千円

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 法定実効税率 41.03%

 （調整） 　

 評価性引当金の増減 △38.99%

 交際費等永久に損金に算入されない
 項目

0.15%

 受取配当金等永久に益金に算入され
 ない項目

△0.02%

 住民税均等割 1.48%

 法人税等還付税額 △0.80%

 その他 1.55%

 税効果会計適用後の法人税等の負担
 率

4.39%

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 法定実効税率 40.69%

 （調整） 　

 評価性引当金の増減（繰越欠損金期限
切れの金額を含む）

△25.24%

 交際費等永久に損金に算入されない
 項目

0.44%

 未実現利益の調整に係る税効果未認
 識額

0.80%

 受取配当金等永久に益金に算入され
 ない項目

△0.23%

 住民税均等割 10.71%

 その他 1.86%

 税効果会計適用後の法人税等の負担
 率

29.03%

３　　　　　　　　───────

 
３　法人税等の税率の変更による繰延税金負債の金額の

修正

　　当社の本社移転に伴う税率の変更により当連結会計年

度の繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、

前連結会計年度の41.03％から当連結会計年度は

40.69％に変更しております。その結果、繰延税金負債

が112千円減少し、その他有価証券評価差額金が同額増

加しております。
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(企業結合等関係)

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

（会社分割）
１．分割会社の名称、分割した事業の内容、会社分割を行った主な理由、会社分割日及び法的形式を含む
会社分割の概要
(1) 分割会社の名称、分割した事業の内容
株式会社キョウデンファインテック

　 プリント配線板事業
(2) 会社分割を行った主な理由
　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（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、また、連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動キャッシュ・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日までの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が、システム事業の積極的な事業拡大により第65期において４期ぶりに黒字
に転じることができました。前連結会計年度（第66期）におきましてもプリント配線板事業にお
いて経営合理化のための諸施策を行い経営方針の転換を進めてまいりましたが、これらの対策も
思うように奏功せず、当社のプリント配線板事業を取り巻く事業環境は一段と厳しさを増し、ま
た、システム事業においても今後は競争企業の参入が増加しコスト競争がより激しくなっていく
ことが予想されることから、当社のプリント配線板事業を会社分割により新設会社に承継させた
上で新設会社の全株式を株式会社キョウデンに譲渡することにつき、平成20年４月４日開催の当
社取締役会にて決定いたしました。
　株式会社キョウデンはコア事業であるプリント配線基板事業を設計・試作から部品実装まで国

内・海外で展開しており、長年の経験と実績を持つ会社です。また、当社が保有している薄板化や
ビルドアップ基板、モジュール基板などの強化も進めており、当社がこれまで培った技術や人材を
得ることで大きなシナジー効果が得られると期待しております。
　以上のことから、当社はプリント配線板事業に従事している従業員の継続雇用維持と、将来にわ
たり取引先への安定した製品供給が可能であることから株式会社キョウデンを譲渡先として選定
いたしました。また、譲渡の方法につきましてはプリント配線板事業の円滑な譲渡承継を行うため
に会社分割による分社化を行うと共に、その全株式を譲渡することといたしました。

(3) 会社分割日
平成20年７月１日

(4) 法的形式を含む会社分割の概要
　株式会社アイレックスを分割会社とし、プリント配線板事業を新設会社「株式会社キョウデン
ファインテック」に承継させる分社型単独新設分割です。

　
２．実施した会計処理の内容
(1) 事業整理損の金額
　当該会社分割及び株式譲渡に係る損失は、当該会社分割及び株式譲渡を決議したことによりプリ
ント配線板事業の譲渡価格が確定したことに伴い、同事業で使用している製造設備の減損損失
1,679,218千円と、本分割により新会社に承継するプリント配線板事業に関わる資産及び負債の前
連結会計年度末の簿価による純資産額と譲渡価額との差額 367,700千円を事業整理損失引当金繰
入額として認識し、減損損失と合わせて 2,046,918千円を前連結会計年度において特別損失に計
上いたしました。
　当連結会計年度においては、予定通り平成20年７月１日付けにて会社分割と株式譲渡を実施し、
事業承継日におけるプリント配線板事業に関わる資産及び負債の簿価による純資産額と譲渡価額
との差額及びその後に発生した経費392,121千円から前連結会計年度に計上した事業整理損失引
当金367,700千円を控除し、24,421千円を事業整理損に計上いたしました。
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(2) 承継した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価格並びにその主な内訳

流動資産 340,566千円

有形固定資産 318,718千円

無形固定資産 269千円

投資その他の資産 11,780千円

資産合計 671,334千円
　

流動負債 533千円

固定負債 351,515千円

負債合計 352,049千円

　

３．連結財務諸表に計上されている分割した事業に係る損益の概算額

　 当連結会計年度 　

売上高 618,684千円　

営業損失 319,139千円　

　

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

該当事項はありません。

　

　

(賃貸等不動産関係)

　

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

（追加情報）

当連結会計年度から「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号　平

成20年11月28日）及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第23号　平成20年11月28日）を適用しております。

　

当社は、東京都に賃貸用の土地建物を有しております。平成22年３月期における当該賃貸等不動産に

関する賃貸損益は4,577千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は販管費に計上）であります。

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日にお

ける時価及び当該時価の算定方法は以下のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額
連結決算日における時価

前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

71,016 △470 70,546 67,300

（注）１　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２　主な変動

減少は、当連結会計年度における建物の減価償却費 470千円であります。

３　時価の算定方法

主として、不動産鑑定士に鑑定を依頼し「不動産鑑定評価基準」に基づいて算出した金額でありま

す。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　
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）

Ⅰ　売上高 　 　 　 　 　
(1)外部顧客に対する売上高 618,6846,748,6207,367,304 ― 7,367,304

(2)セグメント間の内部売上高
　 又は振替高

― ― ― ― ―

計 618,6846,748,6207,367,304 ― 7,367,304

　　営業費用 937,8246,039,1146,976,93829,6427,006,580

　　営業利益又は営業損失（△） △319,139709,506390,366（29,642）360,723

Ⅱ　資産、減価償却費、及び資本的
支出 　 　 　 　 　
資産 ― 1,862,8381,862,838532,4702,395,308

減価償却費 8,347 1,836 10,183 1,834 12,018

資本的支出 2,150 7,322 9,472 ― 9,472

（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 29,642千円であり、当社の管

理部門に係る費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（532,470千円）の主なものは、本社での運転資金

（現金及び預金）及び投資有価証券等であります。

５．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通り、従来、たな卸資産は主として総

平均法による原価法により算定しておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号　平成18年7月5日公表分）が適用されたことに伴い、主として総平均法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定して

おります。これによりプリント配線板事業の営業損失は81,617千円多く計上されております。

　

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　当社グループの事業はシステム事業の単一事業でありますので、開示対象となるセグメントがない

ため記載しておりません。
　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度　(自  平成20年４月１日　至　平成21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。

当連結会計年度　(自  平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　在外子会社及び支店等がないため、所在地別セグメントは記載しておりません。
　

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成21年４

月１日　至　平成22年３月31日)

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

１　関連当事者との取引

（追加情報）

　当連結会計年度から、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日

公表）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年

10月17日公表）を適用しております。

　この結果、従来の開示対象範囲に加えて、(1)④連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合

に限る。）等、及び(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引が開示対象に追加されて

おります。

　

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
TCSホールディン
グス㈱

東京都
中央区

225,000持株会社

直接
　56.81%

資本・業務
提携先

消費寄託の返
還
利息の受取
 

270,000
 

1,975
 

未払金
 

未払費用

13
 

1,611

間接
　19.75%

役員の兼任

資金の借入
 
資金の返済
 
利息の支払
 

1,480,000
 

1,076,000
 

26,926
 

短期借入金
 
長期借入金

180,000
 

724,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　資金の借入について、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

２　取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　

② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

　重要性がないため、記載を省略しております。

　

③ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の被所有

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の親

会社を持

つ会社

北部通信工業㈱
福島県

福島市
310,000

部品実装・製

品組み立て
7.54%取引先

プリント配線

板の販売

実装・部品の

調達

出向者受入

固定資産の売

却代金

売却益

7,759

 

142,283

 

372

 

988,000

890,885

未払金 9

同一の親

会社を持

つ会社

東京コンピュー

タサービス㈱

東京都

中央区

 

100,000

各種ソフト

ウェア開発・

製造

0.09%

取引先

 

役員の兼任

システムの販

売

ソフトウェア

開発業務の委

託

建物の賃借

 

出向者受入

 

業務委託

その他の業務

委託

41,566

 

 

1,024,445

 

24,482

 

237,411

 

2,148

 

1,500

売掛金

 

立替金

 

買掛金

 

敷金

 

未払金

8,221

 

123

 

126,114

 

22,457

 

20,098
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取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　取引条件は、一般的な取引実勢に基づき交渉のうえ決定しております。

価格等の他の取引条件は市場価格、総原価を勘案して決定しており、その他の取引条件については他の取引先

と同様に決定しております。

　　　２　取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　３　不動産の取引金額につきましては、直近における近隣の売買事例に基づき計算しております。

　

④ 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
の役員
の近親
者が議
決権の
過半数
を所有
する会
社

高栄商産㈱
群馬県
前橋市
 

10,000リース業 0.01%
機械設備、
事務機器の
貸借

リース料の
支払

10,231

未払金
 

長期未払金

105,303
 

171,776

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　取引条件は、一般的な取引実勢に基づき交渉のうえ決定しております。

価格等の他の取引条件は市場価格、総原価を勘案して決定しており、その他の取引条件については他の取引先

と同様に決定しております。

　　　２　取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　

① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
TCSホールディ
ングス㈱

東京都
中央区

225,000持株会社

直接
　56.81%
間接

　19.75%

資本・業務
提携先
 

役員の兼任

消費寄託
消費寄託の
返還
システム販
売
建物賃借料
資金の借入
資金の返済
利息の支払

50,000
150,000

 
85
 

7,156
131,000
107,000
638

敷金
 
短期借入金
 
未払金

12,501
 

45,000
 
256

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)　１　資金の借入について、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
２　取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　

② 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

重要性がないため、記載を省略しております。
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③ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の被所有

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の

親会社

を持つ

会社

東 京 コ ン

ピュータサー

ビス㈱

東京都

中央区
100,000

各種ソフト

ウェア開発・

製造

0.09%

取引先

 

役員の兼任

システムの販

売
666,005売掛金 108,423

ソフトウェア

開発業務の委

託

56,835未収入金 107

建物賃借料 6,259敷金 4,611

技術者の出向

受入
9,090買掛金 10,264

　 　 未払金 1,695

同一の

親会社

を持つ

会社

コムシス㈱
横浜市

港北区
100,000

各種ソフト

ウェア開発・

製造

0.52%取引先

システムの販

売
278,599売掛金 44,900

システム開発

業務の委託
9,182立替金 252

建物賃借料 74敷金 79

　 　 買掛金 1,725

　 　 未払金 2

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　取引条件は、一般的な取引実勢に基づき交渉のうえ決定しております。

価格等の他の取引条件は市場価格、総原価を勘案して決定しており、その他の取引条件については他の取引先

と同様に決定しております。

　　　２　取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　

④ 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等

重要性がないため、記載を省略しております。

　

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

ＴＣＳホールディングス株式会社　　非上場

　

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。
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当連結会計年度(平成21年４月１日～平成22年３月31日)

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
TCSホールディン
グス㈱

東京都
中央区

225,000持株会社

直接
　56.81%

資本・業務
提携先

建物の賃借 17,988
立替金
 

短期借入金

52
 

180,000

間接
　19.90%

役員の兼任
1名

利息の支払 15,256

未払金
 
未払費用
 
長期借入金
 
敷金及び保
証金

135
 
660
 

194,000
 

20,537

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　資金の借入について、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

２　取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　３　建物の賃料につきましては、直近における近隣の取引実勢に基づき計算しております。

　

② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

　重要性がないため、記載を省略しております。

　

③ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の被所有

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の親

会社を持

つ会社

東京コンピュー

タサービス㈱

東京都

中央区

 

100,000

各種ソフト

ウェア開発・

製造

0.13%

取引先

 

役員の兼任

─名

システムの販

売

ソフトウェア

開発業務の委

託

建物の賃借

 

出向者受入

 

業務委託

 

39,005

 

 

648,349

 

30,891

 

15,658

 

5,435

 

売掛金

 

未収入金

 

買掛金

 

敷金及び保

証金

 

未払金

7,584

 

83

 

122,009

 

10,270

 

1,028

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　取引条件は、一般的な取引実勢に基づき交渉のうえ決定しております。

価格等の他の取引条件は市場価格、総原価を勘案して決定しており、その他の取引条件については他の取引先

と同様に決定しております。

　　　２　取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　３　建物の賃料につきましては、直近における近隣の取引実勢に基づき計算しております。

　

EDINET提出書類

株式会社アイレックス(E01972)

有価証券報告書

62/99



④ 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
の役員
の近親
者が議
決権の
過半数
を所有
する会
社

高栄商産㈱
群馬県
前橋市
 

10,000リース業 0.02%
機械設備、
事務機器の
貸借

リース料の
支払

7,072

未払金
 

長期未払金

105,303
 

66,472

親会社
の役員
の近親
者が議
決権の
過半数
を所有
する会
社
 

エヌ・ティ・
ティ・システ
ム開発㈱

東京都
豊島区
 

100,000
各種ソフト
ウェア開発
・製造

0.45％
取引先
 

システム開
発業務の委
託
 
技術者の出
向受入
 

147,668
 

 
3,565
 

未収入金
 
買掛金
 
未払金

1,507
 

18,289
 
53
 

親会社
の役員
の近親
者が議
決権の
過半数
を所有
する会
社
 

ハイテクシス
テム㈱

東京都
台東区
 

80,000
各種ソフト
ウェア開発
・製造

0.37％取引先

システム開
発業務の委
託
 
技術者の出
向受入

67,607
 

 
3,249

未収入金
 

 
買掛金

29
 

 
16,779

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　取引条件は、一般的な取引実勢に基づき交渉のうえ決定しております。

価格等の他の取引条件は市場価格、総原価を勘案して決定しており、その他の取引条件については他の取引先

と同様に決定しております。

　　　２　取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　

① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

親会社
TCSホールディン
グス㈱

東京都
中央区

225,000持株会社

直接
　56.81%

資本・業務
提携先

売上高

建物の賃借

315

8,290
未収入金 726

間接
　19.90%

役員の兼任
1名

利息の受取

利息の支払

消費寄託

消費寄託の

返還

資金の借入

借入金の返

済

1,843

378

150,000

150,000

18,000

47,000

敷金及び保

証金

未払金

1,072

160

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)　１　資金の借入について、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。
２　取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　３　建物の賃料につきましては、直近における近隣の取引実勢に基づき計算しております。

　

② 連結財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

重要性がないため、記載を省略しております。
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③ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(千円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の被所有

割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

(千円)

同一の親

会社を持

つ会社

東京コンピュー

タサービス㈱

東京都

中央区

 

100,000

各種ソフト

ウェア開発・

製造

0.13%

取引先

 

役員の兼任

─名

システムの

販売

ソフトウェ

ア開発業務

の委託

建物の賃借

出向者受入

390,820

19,065

3,273

1,600

売掛金

未収入金

買掛金

敷金及び保

証金

未払金

90,018

1,811

1,176

946

385

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１　取引条件は、一般的な取引実勢に基づき交渉のうえ決定しております。

価格等の他の取引条件は市場価格、総原価を勘案して決定しており、その他の取引条件については他の取引先

と同様に決定しております。

　　　２　取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　　３　建物の賃料につきましては、直近における近隣の取引実勢に基づき計算しております。

　

④ 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る。)等

重要性がないため、記載を省略しております。

　

　

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

ＴＣＳホールディングス株式会社　　非上場

　

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 △46円   61銭１株当たり純資産額 △42円 　12銭

１株当たり当期純利益金額 36円   38銭１株当たり当期純利益金額 3円 　86銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額

17円　 42銭
　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額

1円 　85銭
　

　

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

　
前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

当連結会計年度末
(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 321,988 461,576

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）
　（少数株主持分）

1,692,767
 

（ 1,600,000 ）
（  　92,767 ）

1,700,342
 

（ 1,600,000 ）
（   100,342 ）

普通株式に係る純資産額(千円) △1,370,779 △1,238,765

普通株式の発行済株式数(株) 29,417,400 29,417,400

普通株式の自己株式数（株） 4,882 5,806

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）

29,412,518 29,411,594

　
２　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当期純利益　　　　　　　(千円) 1,069,916 113,546

普通株式に係る当期純利益(千円) 1,069,916 113,546

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(株) 29,413,057 29,412,106

当期純利益調整額（千円） ― ─

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に

用いられた普通株式増加数の主要な内訳

　転換予約権(株） 32,000,000 32,000,000

普通株式増加数（株） 32,000,000 32,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式の概要

─────── ───────
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(重要な後発事象)

　 前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

――――――――――――

（資本金及び資本準備金の額の減少）

１．当該事象の発生日
平成22年５月14日（当社取締役会決議日）

 
２．当該事象の趣旨

当社は、平成20年７月１日をもって、プリント配線
板事業を会社分割により新設会社に承継させた上で
新設会社の株式を譲渡し、プリント配線板事業から撤
退しシステムソフトウェアの専業メーカーとして再
スタートを切りました。しかしながら、旧プリント配
線板事業に係る欠損は、平成22年３月31日現在におい
ても約30億円となっており、この欠損を一掃し、今後
の財務基盤の安定性を確保することが、情報サービス
産業を中心とした業務を展開していく上で必要であ
ると考えます。
　つきましては、早急に財務体質を改善し今後の柔軟
な資本政策の展開を可能とするために、平成22年５月
14日開催の当社取締役会において、欠損填補を目的と
して「資本金の額の減少」及び「資本準備金の額の
減少」について、平成22年６月28日開催予定の第68回
定時株主総会に付議することを決議いたしました。

 
３．当該事象の内容
(1)資本金の額の減少
　当社の資本金の額1,540,000千円を1,460,000千円
減少して80,000千円といたします。
　減少の方法は、発行済株式総数の変更は行わず、上
記1,460,000千円を無償で減少いたします。

 
(2)資本準備金金の額の減少
当社の資本準備金の額1,510,000千円を1,490,000
千円減少して20,000千円とし、減少した資本準備金
1,490,000千円を全額その他資本剰余金に振り替え
ます。

 
４．当該事象の日程

(イ)取締役会決議日 平成22年５月14日

(ロ)定時株主総会決議日 平成22年６月28日

(ハ)債権者異議申述公告日 平成22年６月29日

(ニ)債権者異議申述最終期日 平成22年７月29日

(ホ)効力発生日 平成22年７月30日
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。
　
　

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 45,000 200,000 0.76091％ ―

１年以内に返済予定の長期借入金 180,000 213,324 1.8064％ ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

724,000 255,122 1.7031％平成24年４月30日

合計 949,000 668,446 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率にて記載しております。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりで

あります。

　

区分
１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金 213,324 41,798 ─ ─

　

　

(2) 【その他】

①　当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

　
第１四半期

(自 平成21年４月１日

至 平成21年６月30日)

第２四半期
(自 平成21年７月１日

至 平成21年９月30日)

第３四半期
(自 平成21年10月１日

至 平成21年12月31日)

第４四半期
(自 平成22年１月１日

至 平成22年３月31日)

売上高　　　　　　　  (千円) 1,113,101 941,245 1,015,784 993,678

税金等調整前四半期純利益
又は四半期純損失（△）(千円)

6,656 △12,004 21,273 154,593

四半期純利益又は
四半期純損失（△）    (千円)

2,821 △23,132 △6,016 139,874

１株当たり四半期純利益又は
四半期純損失（△）    (円)

0.10 △0.79 △0.20 4.76

　

②　重要な訴訟事件等

　(1)連結財務諸表の注記事項、（連結貸借対照表関係）の「１重要な訴訟事件」に記載しておりま

す。
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 251,969 300,141

売掛金 886,060 581,116

仕掛品 37,375 17,371

原材料及び貯蔵品 － 2,002

前払費用 1,513 2,182

未収入金 25,981 58,349

立替金 1,853 －

その他 10,536 528

貸倒引当金 △693 △124

流動資産合計 1,214,597 961,569

固定資産

有形固定資産

建物 27,004 30,542

減価償却累計額 △16,874 △17,273

建物（純額） 10,129 13,269

構築物 2,758 270

減価償却累計額 △363 △155

構築物（純額） 2,395 114

車両運搬具 205 －

減価償却累計額 △204 －

車両運搬具（純額） 0 －

工具、器具及び備品 3,624 6,247

減価償却累計額 △1,067 △2,637

工具、器具及び備品（純額） 2,557 3,610

土地 64,185 64,185

有形固定資産合計 79,267 81,178

無形固定資産

ソフトウエア 1,134 12,316

電話加入権 341 341

無形固定資産合計 1,476 12,658

投資その他の資産

投資有価証券 154,612 175,007

関係会社株式 274,165 274,165

出資金 10 10

従業員に対する長期貸付金 66 －

破産更生債権等 41,113 3,283

施設利用会員権 1,933 －

敷金及び保証金 50,804 40,119

貸倒引当金 △41,113 △3,283

投資その他の資産合計 481,593 489,301

固定資産合計 562,337 583,139

資産合計 1,776,934 1,544,708
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※1
 220,877

※1
 231,252

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の関係会社長期借入金 180,000 180,000

未払金 ※1
 211,617

※1
 123,213

未払費用 29,014 ※1
 13,508

未払法人税等 8,421 18,085

預り金 5,878 2,806

賞与引当金 88,322 30,907

前受収益 428 428

受注損失引当金 15,991 －

製品補償引当金 37,605 －

その他 6,593 1,398

流動負債合計 804,750 801,601

固定負債

関係会社長期借入金 724,000 494,000

繰延税金負債 6,141 13,452

退職給付引当金 21,187 27,853

役員退職慰労引当金 － 2,756

長期未払金 172,716 66,472

その他 2,500 ※1
 3,906

固定負債合計 926,545 608,442

負債合計 1,731,296 1,410,043

純資産の部

株主資本

資本金 1,540,000 1,540,000

資本剰余金

資本準備金 1,510,000 1,510,000

資本剰余金合計 1,510,000 1,510,000

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 10,000 10,000

繰越利益剰余金 △3,022,583 △2,944,289

利益剰余金合計 △3,012,583 △2,934,289

自己株式 △605 △653

株主資本合計 36,811 115,056

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,826 19,608

評価・換算差額等合計 8,826 19,608

純資産合計 45,638 134,665

負債純資産合計 1,776,934 1,544,708
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高

売上高 4,759,240 2,553,376

売上原価

製品期首たな卸高 127,590 －

当期製品製造原価 3,951,545 2,205,566

当期製品仕入高 224,474 －

他勘定振替高 ※2
 343,229 －

合計 3,960,380 2,205,566

売上原価合計 ※3
 3,960,380 2,205,566

売上総利益 798,860 347,809

販売費及び一般管理費

役員報酬 23,544 33,486

給料及び手当 193,573 134,242

賞与引当金繰入額 12,076 5,075

退職給付費用 15,061 2,877

役員退職慰労引当金繰入額 － 2,756

法定福利費 25,351 24,613

交際費 3,117 －

租税公課 10,729 －

賃借料 24,280 37,698

業務委託費 35,987 35,293

支払手数料 30,185 37,462

採用費 10,602 302

その他 90,128 54,069

販売費及び一般管理費合計 ※4
 474,638

※4
 367,878

営業利益又は営業損失（△） 324,221 △20,069

営業外収益

受取利息 ※1
 2,323 84

受取配当金 4,652 3,347

受取賃貸料 6,778 5,142

仕入割引 27 －

助成金収入 － 1,960

その他 436 6

営業外収益合計 14,218 10,541

営業外費用

支払利息 ※1
 47,636

※1
 16,278

社債利息 4,888 －

売上債権売却損 420 －

賃貸資産賃借料 7,670 －

その他 5,631 704

営業外費用合計 66,246 16,982

経常利益又は経常損失（△） 272,193 △26,510
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 ※1, ※5
 890,885

※5
 0

賞与引当金戻入額 － 57,981

貸倒引当金戻入額 2,210 38,399

製品補償引当金戻入額 － 27,605

その他 939 3,249

特別利益合計 894,036 127,235

特別損失

固定資産除却損 ※6
 2,513

※6
 3,742

投資有価証券評価損 25,879 －

事業整理損 ※7
 24,421 －

製品補償引当金繰入額 37,605 －

事務所移転費用 － 6,406

特別損失合計 90,419 10,148

税引前当期純利益 1,075,810 90,576

法人税、住民税及び事業税 10,079 12,282

当期純利益 1,065,730 78,293
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　　【製造原価明細書】

　

　 　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22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
(％)

Ⅰ　材料費 　 189,731 5.0 ─ ─

Ⅱ　労務費 　 1,728,95045.7 764,32635.0

Ⅲ　経費 ※２ 1,868,01649.3 1,421,23665.0

当期総製造費用 　 3,786,698100.0 2,185,563100.0

仕掛品期首たな卸高 　 202,610　 37,375　

合計 　 3,989,309　 2,222,938　

仕掛品期末たな卸高 　 37,375　 17,371　

他勘定振替高 ※３ 388　 ─ 　

当期製品製造原価 　 3,951,545　 2,205,566　

　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

 

　１　原価計算の方法

　原価計算の方法は、プリント配線板事業は、実際原価
による加工費工程別総合原価計算、システム事業は実
際原価によるプロジェクト別個別原価計算でありま
す。

 

 

　１　原価計算の方法

実際原価によるプロジェクト別個別原価計算

※２　経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注加工費 1,531,997千円

減価償却費 9,789千円

受注損失引当金繰入額 15,991千円

 

※２　経費の主な内訳は次のとおりであります。

外注加工費 1,324,298千円

減価償却費 686千円

　 　
 

※３　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

社内製造原価の売上原価へ
の振替え

380千円

全外注先への請負工数請求 8千円

計 388千円

 

※３　　　　　　　───────
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,540,000 1,540,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,540,000 1,540,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,510,000 1,510,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,510,000 1,510,000

資本剰余金合計

前期末残高 1,510,000 1,510,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,510,000 1,510,000

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 10,000 10,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,000 10,000

繰越利益剰余金

前期末残高 △4,088,314 △3,022,583

当期変動額

当期純利益 1,065,730 78,293

当期変動額合計 1,065,730 78,293

当期末残高 △3,022,583 △2,944,289

利益剰余金合計

前期末残高 △4,078,314 △3,012,583

当期変動額

当期純利益 1,065,730 78,293

当期変動額合計 1,065,730 78,293

当期末残高 △3,012,583 △2,934,289

自己株式

前期末残高 △476 △605

当期変動額

自己株式の取得 △128 △48

当期変動額合計 △128 △48

当期末残高 △605 △653

EDINET提出書類

株式会社アイレックス(E01972)

有価証券報告書

73/99



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 △1,028,790 36,811

当期変動額

自己株式の取得 △128 △48

当期純利益 1,065,730 78,293

当期変動額合計 1,065,601 78,245

当期末残高 36,811 115,056

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 52,074 8,826

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△43,247 10,781

当期変動額合計 △43,247 10,781

当期末残高 8,826 19,608

評価・換算差額等合計

前期末残高 52,074 8,826

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△43,247 10,781

当期変動額合計 △43,247 10,781

当期末残高 8,826 19,608

純資産合計

前期末残高 △976,716 45,638

当期変動額

自己株式の取得 △128 △48

当期純利益 1,065,730 78,293

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,247 10,781

当期変動額合計 1,022,354 89,027

当期末残高 45,638 134,665
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

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)

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

同左

　 　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

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

 

仕掛品

個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法により算定）

貯蔵品

───────

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「棚卸資産の評価に
関する会計基準」（企業会計基準第９
号　平成18年７月５日公表分）を適用し
ております。
　この結果、従来の方法によった場合と
比べて、当事業年度における売上総利益
及び営業利益、経常利益は、それぞれ
81,617千円少なく計上されております。

仕掛品

同左

 
 
貯蔵品

　最終仕入原価法

 

３　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

　 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

　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

　　また、市場販売目的のソフトウェア

については、見込有効期間における

販売実績数量に基づく方法

４　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

 

 

 

　(2) 賞与引当金

 

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。

 

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
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項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　(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見込額

に基づき計上しております。

（追加情報）
　当社は、プリント配線板事業の会社分
割による分社化及び株式譲渡により退
職年金加入人数が著しく減少し合理的
に数理計算を行うことが困難となった
ため、当事業年度より簡便法（自己都合
要支給額）に変更しております。

　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見込額

に基づき計上しております。

　(4) 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、役員退任慰労金規定に基づく当事

業年度末における要支給額を計上して

おります。

 
  (5)受注損失引当金 　一括請負契約により受注した案件の

損失に備えるため、受注済案件のうち

当事業年度末において損失が確実視さ

れ、かつ、その金額を合理的に見積るこ

とができるものについては、将来発生

が見込まれる損失額を計上しておりま

す。

同左

 

  (6)製品補償引当金

 
　当社が製作・販売した製品に関する

瑕疵担保責任により将来発生し得る損

失に備えるため、補償負担見込額を計

上しております。

同左

 

５　収益及び費用の計上基準

 
──────

 
完成工事高の計上基準

　当事業年度に着手した受注制作のソ

フトウェア契約から、当事業年度末ま

での進捗部分について成果の確実性が

認められる契約については工事進行基

準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を、その他の契約については検収

基準を適用しております。

 
６　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理 

　　消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

同左
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【会計方針の変更】

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準等）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準13号　（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

適用しております。

　これによる当事業年度の損益に与える影響はございま

せん。

（受注制作のソフトウェアの売上高及び売上原価の計

上基準の変更）

　受注制作のソフトウェア契約に係る収益の計上基準

については検収基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成

19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12

月27日）を当事業年度より適用し、当事業年度に着手

した受注制作のソフトウェア契約から、当事業年度末

までの進捗部分について成果の確実性が認められる契

約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他の契約については検収基準を

適用しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比べて、当事業

年度の売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純

利益、及び当期純利益は、それぞれ10,029千円多く計上

されております。

 

　

EDINET提出書類

株式会社アイレックス(E01972)

有価証券報告書

77/99



【表示方法の変更】

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（貸借対照表）

（敷金及び保証金）

　前事業年度において固定資産の「その他」に含めて表

示しておりました「敷金及び保証金」（前事業年度

2,719千円）は、資産総額の100分の1を超えたため、当事

業年度において区分掲記しております。

 

（貸借対照表）

（立替金）

　前事業年度において区分掲記しておりました「立替

金」（当事業年度163千円）は、重要性が低いため当事業

年度は流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

 
（損益計算書）

（運賃及び荷造費）
　前事業年度において区分掲記しておりました「運賃及
び荷造費」（当事業年度4,708千円）は、重要性が低いた
め当事業年度は販売費及び一般管理費の「その他」に含
めて表示しております。

（福利厚生費）

　前事業年度において区分掲記しておりました「福利厚

生費」（当事業年度1,711千円）は、重要性が低いため当

事業年度は販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しております。

（減価償却費）

　前事業年度において区分掲記しておりました「減価償

却費」（当事業年度943千円）は、重要性が低いため当事

業年度は販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表

示しております。

（リース費用）

　前事業年度において区分掲記しておりました「リース

費用」（当事業年度2,689千円）は、重要性が低いため当

事業年度は販売費及び一般管理費の「賃借料」に含めて

表示しております。

（支払手数料）

　前事業年度において販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「支払手数料」（前事

業年度 12,139千円）は、重要性が増したため、当事業年

度において区分掲記しております。

（採用費）

　前事業年度において販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「採用費」（前事業年

度150千円）は、重要性が増したため、当事業年度におい

て区分掲記しております。

 

（損益計算書）

（交際費）

　前事業年度において区分掲記しておりました「交際

費」（当事業年度1,660千円）は、重要性が低いため当事

業年度は販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表

示しております。

 

（租税公課）

　前事業年度において区分掲記しておりました「租税公

課」（当事業年度12,164千円）は、重要性が低いため当

事業年度は販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しております。

 

（賃貸資産賃借料）

　前事業年度において区分掲記しておりました「賃貸資

産賃借料」（当事業年度674千円）は、重要性が低いため

当事業年度は営業外費用の「その他」に含めて表示して

おります。
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【追加情報】

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（受注損失引当金の計上）　

　一括請負契約により受注した案件の損失に備えるため、

受注済案件のうち当事業年度末において損失が確実視さ

れ、かつ、その金額を合理的に見積ることができるものに

ついては、将来発生が見込まれる損失額を計上しており

ます。

　なお、これにより、当事業年度の売上総利益及び営業利

益、経常利益、税引前当期純利益はそれぞれ 15,991千円

少なく計上されております。　

 

───────

（製品補償引当金の計上）

　当社が製作・販売した製品に関する瑕疵担保責任によ

り将来発生し得る損失に備えるため、補償負担見込額を

計上しております。

　なお、これにより、当事業年度の税引前当期純利益は

37,605千円少なく計上されております。

 

───────

 

　

EDINET提出書類

株式会社アイレックス(E01972)

有価証券報告書

79/99



【注記事項】

(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成21年３月31日)
当事業年度

(平成22年３月31日)

※１　関係会社項目

　関係会社に対する主な資産及び負債には、区分掲記さ

れれたもののほか、主要なものとして次のものがありま

す。

買掛金 27,409千円

未払金 20,694千円

 

※１　関係会社項目

　関係会社に対する主な資産及び負債には、区分掲記さ

れれたもののほか、主要なものとして次のものがありま

す。

敷金及び保証金 20,537千円

買掛金、未払金、未払費
用、固定負債「その他」

19,709千円

 
　２　重要な訴訟事件

　当社は、損害賠償等請求に関する以下の訴訟の提起を

受けました。

 (1)
当該訴訟の提起があっ
た年月日

平成20年12月26日

 (2)当該訴訟を提起した者 　

　 ① (イ) 商号 株式会社村田製作所

　 　（ロ）本店所在地
京都府長岡京市東神足
１丁目10番１号

　 　（ハ）代表者
代表取締役社長
　　　　村田　恒夫

　 ② (イ) 商号
株式会社
　　小松村田製作所

　 　（ロ）本店所在地
石川県小松市光町
93番地

　 　（ハ）代表者
代表取締役社長
　　　　萬代　治文

(3)訴訟の内容及び損害賠償請求金額

① 内容

　当社は平成20年７月１日付けにてプリント配線板事

業を会社分割により新設会社株式会社キョウデン

ファインテックに承継させた上で、新設会社の全株式

を株式会社キョウデンに譲渡し、現在はプリント配線

板事業から撤退しております。

　当該株式譲渡以前に当社が製造・販売したプリント

配線板を使用して株式会社村田製作所及び株式会社

小松村田製作所が製造・販売した一部の製品につい

て不具合が発生し、同社らが納入先から損害賠償請求

を受けたことをもって本件訴─訟に至った次第であ

ります。

② 損害賠償請求金額

　　 310,227千円
 

　２　重要な訴訟事件

　当社は、損害賠償等請求に関する以下の訴訟の提起を

受けました。

 (1)
当該訴訟の提起があっ
た年月日

平成20年12月26日

 (2)当該訴訟を提起した者 　

　 ① (イ) 商号 株式会社村田製作所

　 　（ロ）本店所在地
京都府長岡京市東神足
１丁目10番１号

　 　（ハ）代表者
代表取締役社長
　　　　村田　恒夫

　 ② (イ) 商号
株式会社
　　小松村田製作所

　 　（ロ）本店所在地
石川県小松市光町
93番地

　 　（ハ）代表者
代表取締役社長
　　　　坂本　秀夫

(3)訴訟の内容及び損害賠償請求金額

① 内容

　当社は平成20年７月１日付けにてプリント配線板事

業を会社分割により新設会社株式会社キョウデン

ファインテックに承継させた上で、新設会社の全株式

を株式会社キョウデンに譲渡し、現在はプリント配線

板事業から撤退しております。

　当該株式譲渡以前に当社が製造・販売したプリント

配線板を使用して株式会社村田製作所及び株式会社

小松村田製作所が製造・販売した一部の製品につい

て不具合が発生し、同社らが納入先から損害賠償請求

を受けたことをもって本件訴訟に至った次第であり

ます。

② 損害賠償請求金額

　　 1,008,993千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　関係会社との取引

受取利息 1,975千円

支払利息 26,926千円

固定資産売却益 890,885千円

 

※１　関係会社との取引

支払利息 16,020千円

 

※２　他勘定振替高

事業整理損への振替え 306,834千円

その他 36,394千円

計 343,229千円

※２　　　　　　　──────

※３　通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切り下げ額

売上原価 81,617千円

※３　　　　　　　──────

　 　

※４　研究開発費の総額

　　　該当事項はありません。

※４　研究開発費の総額

　　　一般管理費に含まれる研究開発費は386千円でありま

す。

※５　固定資産売却益

建物 17,749千円

土地 873,136千円

計 890,885千円

※５　固定資産売却益

車両運搬具 0千円

計 0千円

 

※６　固定資産除却損

構築物 576千円

機械及び装置 1,909千円

工具、器具及び備品 26千円

計 2,513千円
 

※６　固定資産除却損

建物 1,664千円

構築物 2,078千円

計 3,742千円

※７　事業整理損

プリント配線板事業の譲渡に伴
う損失

24,421千円

 

※７　　　　　　　──────

 

　

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 3,213 1,669 ─ 4,882

　

　　（変動事由の概要）

　　　　自己株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

　　　　　単元未満株式（普通株式）の買取による増加　1,669株

　

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 4,882 924 ─ 5,806

　

　　（変動事由の概要）

　　　　自己株式の増加数の内訳は、次の通りであります。

　　　　　単元未満株式（普通株式）の買取による増加　　924株
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(リース取引関係)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　リースにより使用している固定資産は重要性が低い

ため、注記を省略しております。
同左

　 　

　
　

(有価証券関係)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　子会社株式で時価のあるものはありません。

　

当事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

（追加情報）

　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10

日）を適用しております。
　

子会社株式（貸借対照表計上額 274,165千円）につきましては、市場価格がなく時価を把握する

ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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(税効果会計関係)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 　
　　税務上の繰越欠損金 3,157,302千円

　　未払事業所税 2,569千円

　　貸倒引当金 17,184千円

　　賞与引当金 36,238千円

　　一括償却資産 784千円

　　退職給付引当金 8,693千円

　　有価証券評価損 19,764千円

　　会員権評価損 8,118千円

　　減損損失 1,134千円

　　受注損失引当金

　　製品補償引当金

6,561千円

15,429千円

　　その他 3,328千円

　　　繰延税金資産小計 3,277,107千円

　　評価性引当金 △3,277,107千円

　　　繰延税金資産合計 －千円

　繰延税金負債 　
　　その他有価証券評価差額金 6,141千円

　　　繰延税金負債合計 6,141千円

 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 　
　　税務上の繰越欠損金 3,046,024千円

　　未払事業所税 3,067千円

　　貸倒引当金 667千円

　　賞与引当金 12,575千円

　　一括償却資産 306千円

　　退職給付引当金 11,333千円

　　役員退職慰労引当金 1,121千円

　　有価証券評価損 19,600千円

　　会員権評価損 8,051千円

　　減損損失 1,125千円

　　その他 1,543千円

　　　繰延税金資産小計 3,105,417千円

　　評価性引当金 △3,105,417千円

　　　繰延税金資産合計 －千円

　繰延税金負債 　
　　その他有価証券評価差額金 13,452千円

　　　繰延税金負債合計 13,452千円

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 法定実効税率 41.03%

　（調整） 　

 評価性引当金の増減 △41.17%

 交際費等永久に損金に算入されない
 項目

0.13%

 受取配当金等永久に益金に算入され
 ない項目

△0.02%

 住民税均等割 0.92%

 その他 0.04%

 税効果会計適用後の法人税等の負担
 率

0.94%

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 法定実効税率 40.69%

　（調整） 　

 評価性引当金の増減（繰越欠損金期限
切れの金額を含む）

△39.36%

 交際費等永久に損金に算入されない
 項目

0.82%

 受取配当金等永久に益金に算入され
 ない項目

△0.40%

 住民税均等割 9.61%

 その他 2.20%

 税効果会計適用後の法人税等の負担
 率

13.56%

　 ３　法人税等の税率の変更による繰延税金負債の金額の

修正

当社の本社移転に伴う税率の変更により当事業年度

の繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前

事業年度の41.03％から当事業年度は40.69％に変更し

ております。その結果、繰延税金負債が112千円減少し、

その他有価証券評価差額金が同額増加しております。
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(企業結合等関係)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　連結財務諸表等の注記（企業結合等関係）に記載しております。

　

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日)

　該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 △52円　85銭 △49円　82銭

１株当たり当期純利益金額 36円　23銭 2円　66銭

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額 17円　35銭 1円　27銭

　

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

　
前事業年度末

(平成21年３月31日)
当事業年度末

(平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 45,638 134,665

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 ）

普通株式に係る期末純資産額(千円) △1,554,361 △1,465,334

普通株式の発行済株式数(株) 29,417,400 29,417,400

普通株式の自己株式数（株） 4,882 5,806

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）

29,412,518 29,411,594

　

２　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

損益計算書上の当期純利益（千円） 1,065,730 78,293

普通株式に係る当期純利益 (千円) 1,065,730 78,293

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(株) 29,413,057 29,412,106

当期純利益調整額（千円） ― ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定

に用いられた普通株式増加数の主要な内訳

　転換予約権（株） 32,000,000 32,000,000

普通株式増加数（株） 32,000,000 32,000,000

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式の概要　

─────── ───────
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(重要な後発事象)

　
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　　　　　　　――――――――――― 連結財務諸表等の注記（重要な後発事象）に記載してお

ります。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

投資有価証券

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)

その他
有価証券

株式会社横浜銀行 148,806 68,153

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グルー
プ

38,510 18,869

株式会社みずほフィナンシャルグループ 50,150 9,277

ユニチカ株式会社 225,000 17,100

日本電気株式会社 65,313 18,353

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 3,222 9,955

ダイダン株式会社 31,000 14,570

株式会社ニコン 5,000 10,205

黒田電気株式会社 3,360 4,324

株式会社東芝 7,511 3,627

その他　１銘柄 700 569

計 578,573 175,007
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 27,0045,701 2,16230,542 17,273 896 13,269

　構築物 2,758 ─ 2,488 270 155 203 114

　車両運搬具 205 ─ 205 ─ ─ ─ ─

　工具、器具及び備品 3,624 2,622 ─ 6,247 2,637 1,570 3,610

　土地 64,185 ─ ─ 64,185 ─ ─ 64,185

　　有形固定資産計 97,7778,323 4,855101,245 20,0662,670 81,178

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　ソフトウェア ─ ─ ― 14,862 2,545 988 12,316

　電話加入権 ─ ― ― 341 ─ ─ 341

　　無形固定資産計 ─ ─ ─ 15,204 2,545 988 12,658

(注) １　無形固定資産については、資産総額の１％以下であるので「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。

　

　
【引当金明細表】

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 41,806 1,933 ─ 40,332 3,407

賞与引当金 88,322 30,907 30,341 57,981 30,907

受注損失引当金 15,991 ─ 15,991 ─ ─

製品補償引当金 37,605 ─ 10,000 27,605 ─

役員退職慰労引当金 ─ 2,756 ─ ─ 2,756

(注)１　貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗い替えによるもの 568千円、債権の回収によるもの39,763千円でありま

す。

２　賞与引当金の当期減少額(その他)は、洗い替えによるものであります。

３　製品補償引当金の当期減少額(その他)は、洗い替えによるものであります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

(1) 現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 679

預金の種類 　

当座預金 2,306

普通預金 297,155

計 299,461

合計 300,141

　

(2) 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先 金額(千円)

ＮＥＣシステムテクノロジー株式会社 221,712

日本電気通信システム株式会社 213,143

パナソニック株式会社セミコンダクター社 113,069

デジタルビジョンソリューション株式会社 15,353

東京コンピュータサービス株式会社 7,584

その他 10,253

合計 581,116

　

(ロ)回収状況及び滞留期間

前期末残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)
 
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
 
　 (Ａ)＋(Ｄ)　

２
　 (Ｂ) 　
　 365　

886,060 2,683,5312,988,475 581,116 83.7% 99.8

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、当期発生高及び当期回収高には消費税等を含めて表示して

おります。

　

(3) 仕掛品

　

内容 金額(千円)

システム開発 17,371

合計 17,371
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(4) 原材料及び貯蔵品

内容 金額(千円)

カタログ 1,594

その他 408

合計 2,002

　

　

(5) 関係会社株式

　

銘柄 株式数(株) 金額(千円）

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

800 118,423

アイレックスシステム株式会社 1,000 69,542

アイレックスインフォテック株式会社 14,956 86,200

その他　１銘柄 300 0

合計 17,056 274,165

　

負債の部

(1) 買掛金

　

相手先 金額(千円)

東京コンピュータサービス株式会社 122,009

エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社 18,289

ハイテクシステム株式会社 16,779

アルファソフトウェア株式会社 13,614

シグマトロン株式会社 11,444

その他 49,115

合計 231,252

　

(2) 短期借入金

借入先 金額(千円)

株式会社りそな銀行 200,000

合計 200,000
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(3) 未払金

　

相手先 金額(千円)

高栄商産株式会社 105,303

日本電気通信システム株式会社 3,042

アイレックスシステム株式会社 2,327

その他 12,539

合計 123,213

　

(4) 関係会社長期借入金

　

相手先 金額(千円)

ＴＣＳホールディングス株式会社 374,000 (180,000)

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

300,000 (   ─  )

合計 674,000 (180,000)

(注)　(　)内の金額は内数であり、貸借対照表の翌日より起算して１年以内に返済予定のものであるため、貸借対照表上

は流動負債の「１年内返済予定の関係会社長期借入金」として掲記しております。

　

　

(3) 【その他】

重要な訴訟事件等

(1)財務諸表の注記事項、（貸借対照表関係）の「２重要な訴訟事件」に記載しております。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所
（特別口座）
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　本店

　　株主名簿管理人
（特別口座）
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

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電
子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
す。
http://www.airex.co.jp/ir/index.htm

株主に対する特典 なし

(注)　単元未満株主の権利制限について

当社は、定款において単元未満株式についての権利を下記のとおりとしております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4) 単元未満株式の買い増しに関する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等の会社名

　　　　　　　　　　　　　　　　TCSホールディングス株式会社

親会社等状況報告書の提出日　　　平成22年６月28日

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券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67期)

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

　
平成21年６月26日
関東財務局長に提出。

　

(2)
 

内部統制報告書
及びその添付書類

事業年度
(第67期)

自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

　
平成21年６月26日
関東財務局長に提出。

　

(3)
 

訂正報告書 第67期有価証券報告書に係る訂正報告
書であります。 　

平成21年８月14日
関東財務局長に提出。

　

(4)
 

四半期報告書 事業年度
(第68期)
第1四半期

自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日

 
　

平成21年８月14日
関東財務局長に提出。
 

　 　 事業年度
(第68期)
第2四半期

自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日

　
　

平成21年11月13日
関東財務局長に提出。
　

　 　 事業年度
(第68期)
第3四半期

自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日

　
　

平成22年２月12日
関東財務局長に提出。
　

　

(5)
 

確認書 第67期有価証券報告書に係る確認書で
あります。 　

平成21年６月26日
関東財務局長に提出。

　 　 第67期有価証券報告書の訂正報告書に
係る確認書であります。 　

平成21年８月14日
関東財務局長に提出。

　 　 第68期第1四半期の四半期報告書に係る
確認書であります。 　

平成21年８月14日
関東財務局長に提出。

　 　 第68期第2四半期の四半期報告書に係る
確認書であります。 　

平成21年11月13日
関東財務局長に提出。

　 　 第68期第3四半期の四半期報告書に係る
確認書であります。 　

平成22年２月12日
関東財務局長に提出。

　

(6)臨時報告書 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に著しい影響を与える事象
の発生に係る臨時報告書であります。

　
平成21年11月２日
関東財務局長に提出。

　 　 資本金及び資本準備金減少決議に係る
臨時報告書であります。 　

平成22年５月14日
関東財務局長に提出。

　

EDINET提出書類

株式会社アイレックス(E01972)

有価証券報告書

92/99



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成21年６月26日

株式会社アイレックス

取締役会　御中

　

聖橋監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　　田　　信　　彦　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　永　　田　　　　敬　　　㊞

　

　

＜財務諸表監査＞

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20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠

して、株式会社アイレックス及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アイレッ

クスの平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び

運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

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。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
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当監査法人は、株式会社アイレックスが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

　

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

以　上

　
 

※１　上記は、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。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成22年６月28日

株式会社アイレックス

取締役会　御中

　

聖橋監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　　田　　信　　彦　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　永　　田　　　　敬　　　㊞

　

　

＜財務諸表監査＞

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21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結

財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として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企業会計の基準に準拠

して、株式会社アイレックス及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

（追記情報）

　会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準」および

「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用している。

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年５月14日開催の取締役会において資本金及び資本

準備金の額の減少決議を行っている。

 

　

＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アイレッ

クスの平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び

運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制

報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性がある。

EDINET提出書類

株式会社アイレックス(E01972)

有価証券報告書

96/99



当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

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。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

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、株式会社アイレックスが平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

　

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

以　上

　
 

※１　上記は、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。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成21年６月26日

株式会社アイレックス

取締役会　御中

　

聖橋監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　　田　　信　　彦　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　永　　田　　　　敬　　　㊞

　

　

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20年４月１日から平成21年３月31日までの第67期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に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。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して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企業会計の基準に準拠し

て、株式会社アイレックスの平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

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

以　上

　
 

※１　上記は、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。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成22年６月28日

株式会社アイレックス

取締役会　御中

　

聖橋監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　松　　田　　信　　彦　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　永　　田　　　　敬　　　㊞

　

　

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21年４月１日から平成22年３月31日までの第68期事業年度の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に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。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して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企業会計の基準に準拠し

て、株式会社アイレックスの平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

(追記情報）

　会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より「工事契約に関する会計基準」および「工

事契約に関する会計基準の適用指針」を適用している。

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年５月14日開催の取締役会において資本金及び資本

準備金の額の減少決議を行っている。

 

　

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

　
 

※１　上記は、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。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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