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平成１８年３月期  個別財務諸表の概要             
平成１８年５月２６日 

会 社 名 株式会社 アイレックス       上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コード 番 号 ６９４４                本社所在都道府県 神奈川県 
（ＵＲＬ http://www.airex.co.jp ） 
代  表  者  代表取締役社長  黒 岩   藩 
問合せ責任者  取締役管理本部長 井 上 重 樹   ＴＥＬ（０４５）９３４－１１１１（代） 
決算取締役会開催日  平成１８年５月２６日   中間配当制度の有無  有 
配当支払開始予定日  平成 －年－月 －日   定時株主総会開催日  平成１８年６月２９日 
単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000 株） 
１．１８年３月期の業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 
(1) 経営成績               （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております） 
 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円   ％ 
 ４，５１５（    － ） 
２，８４８（    － ） 

百万円   ％ 
△１，０３０ （  － ） 
  △５５１ （  － ） 

百万円   ％ 
 △１，１５１ （  － ） 
   △６１５ （  － ） 

 

 
当 期 純 利 益 

1 株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
1 株当たり当期純利益  

株主資本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高 
経常利益率 

 
１８年３月期 
１７年３月期 

 百万円 ％ 
△３，２９６（－） 
  △６０８（－） 

円 銭 
△198 08 
△ 39 44 

円 銭 
－ 
－ 

％ 
△５１８．７ 
△ ５９．０ 

％ 
△１５．０ 
△  ７．３ 

％ 
△ ２５．５ 
△ ２１．６ 

(注) 1．期中平均株式数   １８年３月期 16,643,091株   １７年３月期 15,416,422株 
   2．会計処理の方法の変更  無 
   3．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

4．平成１７年３月期は６ヶ月決算であるため、対前期比較は行っておりません。 
 
(2) 配当状況 

1 株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 
配当金総額 
（年 間） 

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 
１８年３月期(普通株式) 

(A 種優先株式) 
１７年３月期(普通株式) 

(A 種優先株式) 

円 銭 
０  ０ 
０  ０ 
０  ０ 
０  ０ 

円 銭 
０  ０ 
０  ０ 
０  ０ 
０  ０ 

円 銭 
０  ０ 
０  ０ 
０  ０ 
０  ０ 

百万円 
－ 
－ 
－ 
－ 

％ 
－ 
－ 
－ 
－ 

％ 
－ 
－ 
－ 
－ 

 
 (3) 財政状態 
 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株当たり株主資本 
 
１８年３月期 
１７年３月期 

百万円 
７，４４６ 
７，９０８ 

百万円 
５３４ 
７３６ 

％ 
７．２ 
９．３ 

円  銭 
△３６  ２２ 
４７  ７７ 

(注) １．期末発行済株式数 普通株式    １８年３月期  29,417,400株  １７年３月期 15,417,400 株 
              A種優先株式１８年３月期  16,000,000 株  １７年３月期     ― 株 
   ２．期末自己株式数        １８年３月期      2,241 株  １７年３月期        994株 
 
２．１９年３月期の業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

1 株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 

中 間 期 
 

通  期 
 

百万円 
４，０６０ 

 
９，５８０ 

 

百万円 
△４４０ 

 
△５３０ 

 

百万円 
△４００ 

 
△５００ 

 

円 銭 
    普通株式０.０ 
A 種優先株式０.０

― 
― 

円 銭 
― 

― 
   普通株式０.０ 
A 種優先株式０.０ 

円 銭 
― 

― 
    普通株式０.０ 
A 種優先株式０.０ 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） △１７円００銭 
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(注)業績予想には、本決算短信発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりますの

で、今後の経済情勢・市場の変動等に関わるリスクや不確定要因により、実際の業績は予想数値と大幅に異な
る可能性があります。なお、上記の予想に関する事項は、決算短信（連結）の添付資料「Ⅰ．事業の内容」７
ページをご参照ください。 

 
 
(参 考) 
 
１．「１８年３月の業績」指標算式 
  １）1 株当たり当期純利益 
         当期純利益 － 優先株式配当金総額 
            期中平均普通株式数  
 
  ２）1 株当たり株主資本 
         期末株主資本 ― 期末発行済優先株式数 × 発行価額 ― 優先株式配当金総額 
                     期末発行済普通株式数  
 
２．「１９年３月期の業績予想」指標算式 
    1 株当たり予想当期純利益 
         予想当期純利益 ― 予想優先株式配当金総額 
              期末発行済普通株式数  
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  個別財務諸表等 

  財務諸表 
① 貸借対照表 

  前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18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 
(％) 

 (資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

   現金及び預金   1,051,474   2,679,640  

   受取手形   36,327   21,772  

   売掛金   1,132,488   1,515,089  

   製品   453,728   240,171  

   原材料   72,417   95,478  

   仕掛品   119,565   146,092  

   貯蔵品   10,441   8,223  

   前払費用   34,775   30,356  

   未収入金 ※３  41,571   26,272  

   立替金   5,591   2,253  

   金融商品   5   －  

   その他   12,649   3,051  

   貸倒引当金   △1,469   △1,419  

  流動資産合計   2,969,567 37.6  4,766,981 64.0 

Ⅱ 固定資産        

 １ 有形固定資産 ※２       

    建物  3,578,579   2,952,421   

    減価償却累計額  2,075,781 1,502,798  2,066,429 885,991  

    構築物  144,861   90,224   

減価償却累計額  96,013 48,847  81,043 9,181  

    機械及び装置  2,372,627   1,899,343   

    減価償却累計額  2,080,226 292,401  1,848,781 50,562  

    車両及び運搬具  13,751   12,833   

    減価償却累計額  13,032 718  12,656 176  

    工具器具及び備品  1,650,550   1,391,924   

    減価償却累計額  1,168,946 481,604  1,272,727 119,196  

    土地   1,749,339   1,068,244  

   有形固定資産合計   4,075,709 51.5  2,133,352 28.7 
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  当事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18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 
(％) 

 ２ 無形固定資産        

    ソフトウェア   4,437   961  

    電話加入権   6,321   1,423  

    水道施設利用権   3,467   671  

   無形固定資産合計   14,225 0.2  3,057 0.0 

 ３ 投資その他の資産        

    投資有価証券 ※２  293,158   439,924  

    関係会社株式   210,028   79,750  

    出資金   100   100  

    従業員長期貸付金   22,334   16,770  

    関係会社長期貸付金   314,500   －  

    破産更生債権等   3,378   320,844  

    施設利用権   6,233   2,333  

    その他   5,454   4,008  

    貸倒引当金   △6,828   △320,844  

   投資その他の資産合計   848,357 10.7  542,886 7.3 

  固定資産合計   4,938,293 62.4  2,679,296 36.0 

Ⅲ 繰延資産        

   社債発行差金   195   －  

  繰延資産合計   195 0.0  －  

  資産合計   7,908,056 100.0  7,446,278 100.0 
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  前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18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 
(％) 

 (負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

   支払手形   525,084   662,786  

   買掛金 ※３  384,463   1,090,963  

   短期借入金 ※２  2,290,960   2,067,818  

   関係会社短期借入金   500,000   370,000  

   １年内返済長期借入金 ※２  673,793   534,675  

   １年内償還社債 ※２  700,000   －  

   未払金   160,604   177,897  

   未払費用   38,980   30,558  

   未払法人税等   8,894   3,256  

   未払消費税   17,986   －  

   預り金   27,507   25,480  

   前受収益   1,174   998  

   賞与引当金   24,800   －  

   設備購入支払手形   35,616   28,602  

   その他   6,279   12,478  

  流動負債合計   5,396,144 68.2  5,005,515 67.2 

Ⅱ 固定負債        

   社債 ※２  500,000   500,000  

   長期借入金 ※２  905,180   479,609  

   退職給付引当金   327,271   364,606  

   繰延税金負債   40,446   105,443  

      リース資産減損勘定   －   454,022  

   その他   2,500   2,500  

  固定負債合計   1,775,397 22.5  1,906,181 25.6 

  負債合計   7,171,542 90.7  6,911,696 92.8 

        

 (資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※４  3,467,050 43.8  1,540,000 20.7 

Ⅱ 資本剰余金        

 １ 資本準備金  2,617,887   1,510,000   

  資本剰余金合計   2,617,887 33.1  1,510,000 20.3 

Ⅲ 利益剰余金        

 １ 利益準備金  3,300   －   

 ２ 任意積立金        

    別途積立金  10,000   10,000   

 ３ 当期未処理損失  5,420,641   2,679,068   

  利益剰余金合計   △5,407,341 △68.4  △2,669,068 △35.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   59,077 0.8  154,013 2.1 

Ⅴ 自己株式 ※５  △159 △0.0  △363 △0.0 

  資本合計   736,513 9.3  534,581 7.2 

  負債及び資本合計   7,908,056 100.0  7,446,278 100.0 
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② 損益計算書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比 

(％) 金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高        

   売上高 ※１  2,848,743 100.0  4,515,744 100.0 

Ⅱ 売上原価        

   製品期首たな卸高  483,210   453,728   

   当期製品製造原価 ※１ 2,047,137   3,493,598   

   当期製品仕入高 ※１ 1,062,976   1,354,836   

      他勘定振替高  ―   △6,525   

     合計  3,593,323   5,295,637   

   製品期末たな卸高  453,728 3,139,594 110.2 240,171 5,055,466 112.0 

  売上総損失   290,851 △10.2  539,722 △12.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

   荷造運賃  15,329   38,930   

   役員報酬  24,218   41,999   

   給料手当  78,693   178,614   

   賞与引当金繰入額  3,599   ―   

   退職給付費用  5,372   10,845   

   福利厚生費  4,978   2,924   

   法定福利費  17,464   34,983   

   交際費  5,441   7,673   

   減価償却費  13,468   17,927   

   租税公課  15,058   21,073   

   リース費用  11,474   16,652   

   貸借料  1,756   3,576   

   報酬手数料  26,424   48,022   

   その他  37,000 260,281 9.1 67,160 490,385 10.8 

  営業損失   551,132 △19.3  1,030,107 △22.8 

Ⅳ 営業外収益        

   受取利息 ※１ 3,753   7,141   

   賃貸料収入 ※１ 13,923   34,601   

   仕入割引  994   1,377   

   その他  4,086 22,758 0.8 12,581 55,702 1.2 
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前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 注記 
番号 

金額(千円) 百分比 
(％) 

金額(千円) 百分比 
(％) 

Ⅴ 営業外費用        

   支払利息  78,293   139,893   

   売掛債権売却損  1,626   4,073   

   新株発行費  ―   18,681   

   遊休資産減価償却費  4,099   3,387   

   その他  3,010 87,029 3.1 11,287 177,324 3.9 

  経常損失   615,404 △21.6  1,151,729 △25.5 

Ⅵ 特別利益        

   固定資産売却益  27   20,333   

   子会社株式売却益  ―   2,199   

   投資有価証券売却益  380   ―   

   貸倒引当金戻入益  388   1,344   

   賞与引当金戻入益  26,200 26,996 0.9 24,800 48,677 1.1 

Ⅶ 特別損失        

   固定資産除却損 ※３ 1,387   80,477   

   固定資産売却損  407   ―   

   子会社株式評価損  ―   170,027   

   退職給付会計基準 
   変更時差異 

 13,182   21,970   

      減損損失 ※４ ―   1,595,316   

   貸倒引当金繰入額  ―   317,804   

   その他  2,129 17,106 0.6 4,773 2,190,370 48.5 

   税引前当期純損失   605,514 △21.3  3,293,422 △72.9 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

  2,505 0.1  3,241 0.1 

   当期純損失   608,020 △21.4  3,296,663 △73.0 

   前期繰越損失   4,812,621   5,420,641  

   利益準備金取崩額   ―    3,300  

      資本準備金取崩額   ―    2,607,887  

減資による繰越損失補填額   ―    3,427,050  

   当期未処理損失   5,420,641   2,679,068  
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製造原価明細書 
 

  
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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  388,591 20.1 753,958 21.4 

Ⅱ 労務費  609,379 31.6 1,103,016 31.3 

Ⅲ 経費  933,403 48.3 1,663,918 47.3 

(うち外注加工費)  (190,586)  (431,898)  

(うち減価償却費)  (170,806)  (234,709)  

当期総製造費用  1,931,373 100.0 3,520,893 100.0 

期首仕掛品たな卸高  251,216  119,565  

合計  2,182,590  3,640,459  

期末仕掛品たな卸高  119,565  146,092  

他勘定への振替高  15,887  768  

当期製品製造原価  2,047,137  3,493,598  

(注) １ 原価計算の方法は、実際原価による加工費工程別総合原価計算であります。 

２ 前事業年度及び当事業年度における他勘定への振替高は、基板加工不具合による損害補償金であります。 

 
③ 損失処理案 

 

  
前事業年度 

(平成17年３月期) 
当事業年度 

(平成18年３月期) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失   5,420,641  2,679,068 

Ⅱ 損失処理額  ― ― ― ― 

Ⅲ 次期繰越損失   5,420,641  2,679,068 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社は、主要取引先からの携帯電話関連の受注高が大

幅に減少したことにより、前事業年度839,285千円（平成
16年2月1日から平成16年9月30日の８ヶ月決算）、当事業
年度551,132千円（平成16年10月1日から平成17年3月31

日の６ヶ月決算）の多額な営業損失を継続して計上しま
した。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な
疑義が存在しております。 

 当社は、この状況を解消すべく平成16年8月に「ARX改
革再生施策」を策定し、大株主である東京コンピュータ
サービス株式会社グループ、主要取引先及び取引金融機

関の協力、支援のもと当該計画達成に努力してまいりま
した。さらに、平成17年1月から生産性50％アップ、リー
ドタイム50％短縮を目的として新生産革新運動「SAP50」

を新たに計画に加え、現状の市場環境においても利益を
確保することができる企業体質への変革に邁進しており
ます。   

 当該計画の主な内容は、受注確保・拡大施策、経費削
減施策、生産性改善施策及び外注施策であり、東京コン
ピュータサービス株式会社グループとともに、ソフトウ

ェアからプリント配線板の設計・製造、実装まで一貫し
たビジネスモデルを確立することにより、新たな需要を
創造し受注の確保、拡大を図ることであります。 

 当事業年度は、経費削減施策の効果により固定費の削
減を図ることができましたが、当社を取り巻く事業環境
は依然厳しく、東京コンピュータサービス株式会社グル

ープ、主要取引先及び取引金融機関の協力、支援により、
引き続き受注確保、新規受注活動、生産性改善施策の実
行に努め利益体質の確立を達成する所存であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上
記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお
りません。 

 

当社は、主要取引先からの携帯電話関連基板の受注

高が大幅に減少したことにより、第62期（平成16年2月
1日から平成16年9月30日の８ヶ月決算）から３期連続
して多額な営業損失、当期純損失を計上しております。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義
が存在しております。 
 当社は、この状況を解消すべく平成16年8月に策定い

たしました「ARX改革再生施策」を始め、平成17年1月
から始めました新生産革新運動「SAP50」、さらに平成
17年10月に策定いたしました「中期経営計画」の推進

を通して、一刻も早い赤字体質からの脱却、現状の市
場環境においても利益を確保することができる企業体
質への変革に邁進してまいりました。特に原価面にお

きましては新生産革新運動「SAP50」を通じて生産性の
向上、歩留り改善、諸経費削減等の諸施策を講じまし
たが、当事業年度の当社を取り巻く事業環境は更に厳

しいものとなり、上半期におけるマザーボード関連基
板の大幅な受注減少により固定費を吸収し切れず、上
半期の原価率は前事業年度よりも7.8ポイント悪化し、

売上高2,077,233千円、営業利益は608,390千円の赤字
となりました。 

しかし、下半期に入るとコンポーネント関連基板の

モジュール基板が好調に推移し、また、「中期経営計
画」のシステム事業及び新規開拓によるプリント基板
受注の増加、協力（外注）工場の活用により生産高が

増加したことから、原価低減施策と相まって原価率は
当中間会計期間よりも6.0ポイント改善いたしました。
しかしながら国内向け携帯電話機用基板、携帯電話機

無線基地局の送受信用基板、車載用基板、またサーバ
ーやアミューズメント関連基板は引き続き受注が厳し
く、通期の売上高は4,515,744千円、営業利益は

1,030,107千円の赤字となりました。また、財務面では
有利子負債の圧縮に加え、遊休地の売却、償還期日が
到来する社債の早期償還、連結特定子会社であったユ

ーアイ電子株式会社の当社所有全株式売却、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の連
結子会社化等による経営資源の集中策を行いました。 

当社は、利益体質への変革をより一層確実なものと
するため、引き続き平成17年10月に策定いたしました
「中期経営計画」の達成に邁進する所存であります。

当該計画は従来のプリント配線板事業で蓄積したノウ
ハウを生かし、また、平成17年6月に立ち上げたシステ
ム事業本部の積極的展開を軸として、当社の親会社で

あるＴＣＳホールディングス株式会社とそのグループ
企業とともに、電子部品製品の開発設計から製品化ま
で事業範囲を拡大し、新たな需要の創造と受注の確保、

拡大を図る計画であり、基本コンセプトと当事業年度
における成果は、以下のとおりであります。 
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前事業年度 
(自 平成16年10月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

 (1).電子部品製品におけるトータルソリューションサ－ 
ビスの展開 

  プリント基板製造と実装を一体化した受注に注 
力し、電子部品製品の開発設計から製品化までの 
一貫受注を目指し、付加価値の極大化を図る。 

(2).プリント配線板製造事業とシステム事業を二本柱と 
する 
①プリント配線板の設計（パターン設計）及び製造

の従来事業に加え、部品の調達、部品の実装、製
品化及び評価、検証・試験業務まで事業範囲を拡
大する。 

当事業年度は、新たに部品の調達、部品の実装、 
製品化に取り組み、291,583千円を受注し7,723千 
円の売上総利益を計上いたしました。 

②部品・製品の企画、開発、電子回路設計、及びソ
フトウェア開発の事業展開を図る。 

当事業年度においてはソフトウェア開発で

688,215千円を受注し、19,599千円の営業利益を
計上いたしました。 

(3).新規顧客の共同開拓 

当社の親会社であるＴＣＳホールディングス株式
会社とそのグループ企業のお取引先、特に電気メー
カー系企業に対し、合同新規顧客開拓活動の展開に

より顧客層の拡大を目指す。 
当事業年度においては、約50社を新規開拓し

926,716千円を受注いたしました。（上記(2)の②の

受注額688,215千円を含む）    
(4).あらゆる製品を積極的に受注 

協力（外注）工場を有効活用し、両面～４層基板

の少量生産品も積極的に受注する。 
海外協力工場も含め、積極的に展開中であります。 

また、当上半期は受注計画の大幅な未達から事業計画

の見直しを余儀なくされ計画外の減損損失を計上し、遺
憾ながら大幅な債務超過となりました。そこで早急に財
務体質の改善、有利子負債の圧縮、製造コスト削減のた

めの設備投資等により、収益の改善を図るため、99％の
無償減資の実施、並びに親会社であるＴＣＳホールディ
ングス株式会社のご支援を得て第三者割当による総額

30億円の新株発行を決議し、平成18年1月25日開催の臨
時株主総会での承認を経て平成18年2月28日付けで一連
の資本増強手続きを完了し、債務超過の解消と有利子負

債の一部返済を実施いたしました。今後は、この資本増
強の効果を最大限に生かすとともに、当社の親会社であ
るＴＣＳホールディングス株式会社、及び主要お取引先

並びに主要金融機関のご協力、ご支援のもと、上記計画
の達成に邁進する所存であります。 
財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映して
おりません。 
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重要な会計方針 
 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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(評価差額は全部資本直入法に
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 
製品 
 総平均法による原価法 

原材料 
 月次移動平均法による原価法 
仕掛品 

 総平均法による原価法 
貯蔵品 
 最終仕入法による原価法 

 但し、一部の貯蔵品については月次
移動平均法による原価法 

製品 
同左 

原材料 
同左 

仕掛品 

同左 
貯蔵品 

同左 

３ デリバティブ取引 時価法 

なお、ヘッジの有効性が確認されたも
のについては、ヘッジ会計を適用して
おります。 

同左 

４ 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 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行差金 
 商法施行規則に基づき、社債償還期

間(７年)に対応して償却しておりま
す。 

 

────── 

社債発行差金 
 

同左 
 

新株発行費 

 支出時に全額費用処理しておりま
す。 

６ 引当金の計上基準 

 (1) 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 

 (2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えて支給見込額

基準により計上しております。 
────── 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18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及び年
金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 
なお、会計基準変更時差異(131,822千
円)については、５年間で均等償却を行

っております。 
また、数理計算上の差異は、その発生
時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数(10年)による定額法により翌
事業年度から費用処理しております。 

同左 

７ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス

リース取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理によ
っております。 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理 
なお、為替予約等が付されている外

貨建金銭債権債務については振当処
理を行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 
同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ・ヘッジ手段 
   デリバティブ取引 
   (為替予約等取引) 

  ・ヘッジ対象 
   外貨建金銭債権債務 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 
同左 

 

・ヘッジ対象 
同左 

 (3) ヘッジ方針 

  社内規程に基づき、通常の営業取
引に係る為替変動リスク回避の目
的で実需の範囲内で利用してお

り、投機目的のためのデリバティ
ブ取引は行っておりません。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段とヘッジ対象に関する
重要な条件が同一であり、高い有
効性が明らかに認められるため、

ヘッジの有効性の判定を省略して
おります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ 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 

 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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表示方法の変更 
 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前事業年度の損益計算書中、販売費及び一般管理費にお

いて「その他」に含めて表示しておりました「租税公課」
は、当事業年度において販売費及び一般管理費の100分の
５を超えたため、当事業年度から区分掲記しました。 

なお、前事業年度における販売費及び一般管理費の「そ
の他」に含まれている「租税公課」は11,094千円であり
ます。 

前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて

おりました「破産更生債権等」は、当社の子会社であり
ましたユーアイ電子株式会社が民事再生法を適用したこ
とに伴い金額の重要性が増加したため、当事業年度にお

いては区分掲記しております。なお、前事業年度の「そ
の他」に含まれている「破産更生債権等」は、3,378千円
であります。 

 

 
会計方針の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
 
 

────── 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」
（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」(企業会計審議会 平成14年8月9日) )及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員
会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を
適用しております。これにより税引前当期純損失が

1,595,316千円増加しております。なお、減損損失累計額
につきましては、改正後の財務諸表等規則に基づき、当
該各資産の金額から直接控除しております。 

 

 
追加情報 

 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 決算期の変更について 
  当社は、決算期を従来の１月末日から３月末日へ変

更いたしました。従いまして、当事業年度は決算期変
更に伴う経過措置として平成16年10月１日から平成17
年３月31日までの６ヶ月決算となっております。 

 
 

────── 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

 １ 受取手形割引高 50,944千円 
   売掛債権譲渡高 323,555千円 
  

１ 受取手形割引高 7,229千円 
   売掛債権譲渡高 383,361千円 
  

※２ 担保資産 
建物 1,502,798千円 

構築物 8,749千円 
機械及び装置 24,883千円 

工具器具及び備品 443千円 
土地 1,744,052千円 
投資有価証券 201,779千円 

計 3,482,706千円  

※２ 担保資産 
建物 885,991千円 

構築物 1,908千円 
機械及び装置 4,977千円 

工具器具及び備品 99千円 
土地 1,062,957千円 
投資有価証券 347,898千円 

計 2,303,833千円  
   上記に対する債務 

１年内に償還する社債 700,000千円 
１年内に返済する 
長期借入金 522,469千円 

長期借入金 666,004千円 
短期借入金 1,259,000千円 

計 3,147,473千円  

   上記に対する債務 
１年内に返済する 
長期借入金 360,246千円 

長期借入金 367,352千円 

割引手形 7,229千円 
短期借入金 1,267,818千円 

計 2,002,645千円  
※３ 関係会社項目 
   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか、主要なものとして次のものがありま

す。 
未収入金 24,954千円 
買掛金 235,365千円  

※３ 関係会社項目 
   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか、主要なものとして次のものがありま

す。 
未収入金 4,343千円 
買掛金 25,513千円  

※４ 授権株式数 普通株式 28,000千株
 
   発行済株式数 普通株式 15,417千株

  

※４ 授権株式数 普通株式 45,500千株
 優先株式 16,000千株
   発行済株式数 普通株式 29,417千株

 優先株式 16,000千株 
※５ 自己株式の保有株数 

普通株式 994株  

※５ 自己株式の保有株数 
普通株式 2,241株  

６        
 

────── 

６ 当期中の発行済株式数の増加 
発行形態 第三者割当増資 
発行株式数 普通株式 14,000千株

 優先株式 16,000千株
発行年月日 平成18年2月28日
発行価額 １株につき 金100円

資本組入額 普通株式 700,000千円
 優先株式 800,000千円

   

７ 配当制限 
   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は59,077  

千円であります。 
  

７ 配当制限 
   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は 

154,013千円であります。 
  

 ８ 資本の欠損 5,410,800千円
  

 ８ 資本の欠損 2,669,431千円
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(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 関係会社との取引 

(1) 製品仕入高 632,847千円
(2) 外注加工費 3,189千円
(3) 受取利息 3,213千円

(4) 賃貸料収入 5,820千円
  

※１ 関係会社との取引 

(1) 売上高 12,095千円
(2) 製品仕入高 769,170千円
(3) 外注加工費 5,279千円

(4) 受取利息 5,820千円
(5) 賃貸料収入 11,645千円

  
２ 研究開発費の総額 

────── 

２ 研究開発費の総額 

────── 
※３ 固定資産除却損 

機械及び装置 53千円

工具器具及び備品 1,334千円

計 1,387千円
  

※３ 固定資産除却損 
建物 55,344千円

構築物 2,493千円
機械及び装置 22,143千円
車両及び運搬具 24千円

工具器具及び備品 472千円

計 80,477千円
  

※４  

 
────── 

※４ 減損損失 

    当社は以下の資産グループについて減損損失を計上
いたしました。 

本社工場 プリント 建物 
及び 配線板 機械及び装置 

横浜工場 製造設備 工具器具及び 
  備品 

  
その他 

リース資産 
  無形固定資産 

（経緯） 

当社は、当事業年度を含め３期連続して営業損 
失を計上していることから、減損損失を認識い 
たしました。 

（減損損失の金額） 

種  類 金  額 

建物 473,963千円
機械及び装置 193,470千円
工具器具及び備品 331,309千円

その他 52,737千円
リース資産 536,438千円

無形固定資産 7,396千円

合  計 1,595,316千円
（グルーピングの方法） 

プリント配線板製造を行う各工場、賃貸用不動 
産及び遊休資産を単位として行いました。 

（回収可能価額の算定方法等） 
回収可能価額は正味売却価額によっており、不 
動産鑑定評価額に基づいて算定しております。 
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(リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額及び期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当
額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
機械 

及び装置 
 
工具器具 
及び備品 

 
ソフト 
ウェア 

 合計 

取得価額 
相当額 
(千円) 

 1,131,851 272,840  52,750  1,457,442

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

 545,498 155,128  30,072  730,699

期末残高 
相当額 
(千円) 

 586,353 117,712  22,677  726,743

  

  
機械 

及び装置 
 
工具器具 
及び備品 

 
ソフト 
ウェア 

 合計 

取得価額 
相当額 
(千円) 

 1,433,287 155,092  52,750  1,641,130

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

 535,826 68,763  39,025  643,616

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

 450,745 72,661  2,698  526,105

期末残高 
相当額 
(千円) 

 446,715 13,667  11,025  471,408

  
２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 243,838千円 

１年超 500,074千円 

合計 743,913千円 
  

２ 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 268,770千円 

１年超 681,864千円 

合計 950,635千円 
リース資産減損勘定期末残高 454,022千円  

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 
支払リース料 153,678千円

減価償却費相当額 143,038千円
支払利息相当額 12,221千円

  

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
支払リース料 297,024千円

リース資産減損勘定の取崩額 95,758千円
減価償却費相当額 204,721千円
支払利息相当額 29,531千円

減損損失 536,438千円
  

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
  減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。 

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差
額を利息相当額とし、各期への配分方法については
利息法によっております。 

  利息相当額の算定方法 

同左 

 
(有価証券関係) 

※ 前事業年度(平成 17 年３月 31 日現在)及び当事業年度(平成 18 年３月 31 日現在)における子会社株式及び関連会社

株式で時価のあるものはありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額(円) 47.77 △36.22 

１株当たり当期純損失(円) 39.44 198.08 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。 

同左 

(注) １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純損失(千円) 608,020 3,296,663 

普通株式に係る当期純損失(千円) 608,020 3,296,663 

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) 15,416,422 16,643,091 

 
(重要な後発事象) 
  該当事項はありません。 
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役員の異動 

１.代表者の異動 

    退任予定の代表取締役 

 現 代表取締役社長 黒岩  藩  

 

２.その他の役員の異動 

  （１）取締役候補者 

       取  締  役  佐藤  敏明    現 社外監査役  ＴＣＳホールディングス株式会社 取締役 

                出口  克二  現 執行役員   株式会社アイテクデザイン 代表取締役社長  

  

  （２）監査役候補者 

       監  査  役  竹田 晶信  社外監査役    現 コムシス株式会社 課長 

 

  （３）退任予定取締役 

       常 務 取 締 役  田中 雅志 

       取  締  役  井上 重樹 

 

  （４）退任予定監査役 

       監  査  役  佐藤  敏明    現 社外監査役 

 
以  上 


