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平成１９年 ３月期  個別中間財務諸表の概要      平成１８年１１月２４日 

上 場 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     北 川  隆 
問合せ先責任者 常務執行役員管理本部長 松 下  裕    ＴＥＬ：045(934)1111（代） 
決算取締役会開催日 平成１８年１１月２４日           中間配当制度の有無            有 
中間配当支払開始日 平成 －年 －月 －日           単元株制度採用の有無            有(１単元 1,000 株)  
１． １８年９月中間期の業績(平成１８年４月１日～平成１８年９月３０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 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

１８年９月中間期 ３，８９９（ 87.7） △４４８（  －） △４７８（  －）
１７年９月中間期 ２，０７７（  －） △６０８（  －） △６６２（  －）

１８年３月期 ４，５１５（  －） △１，０３０（  －） △１，１５１（  －）
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

１８年９月中間期 △３１６（  －）  △１０ ７７ 

１７年９月中間期 △２，７９６（  －） △１８１ ３８ 

１８年３月期 △３，２９６（  －） △１９８ ０８ 
 (注)①期中平均株式数 １８年９月中間期  29,414,506 株 １７年９月中間期  15,415,960 株 

１８年３月期     16,643,091 株 
    ②会計処理の方法の変更   有 
(2) 財政状態 
 総 資 産     純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

１８年９月中間期 ５，８５３ １８８ ３．２ △４８ ００

１７年９月中間期 ５，２６９ △２，００５ △３８．１ △１３０ ０９

１８年３月期 ７，４４６ ５３４ ７．２ △３６ ２２
 (注)①期末発行済株式数 普通株式   18 年９月中間期 29,414,187 株 17 年９月中間期 15,415,556 株 

18 年３月期     29,415,159 株 
A 種優先株式 18 年９月中間期 16,000,000 株  17 年９月中間期         ― 株 

18 年３月期    16,000,000 株 
   ②期末自己株式数 18 年９月中間期 3,213 株 17 年９月中間期 1,844 株 18 年３月期  2,241 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) 

 
売 上 高     経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通   期 ８，６６０ △２７０ △１００ 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期) △３円４０銭 
３． 配当状況 

１株当たり配当金  

中間期末 期末 年間 

 円   銭 円   銭 円   銭 

１８年３月期 ０    ０ ０  ０     ０  ０  

１９年３月期（実績） ０    ０ ―――― 

１９年３月期（予想） ――――  ０  ０ 

 
 ０  ０  

（注）上記に記載した予想数値は、本中間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。 
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  個別中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

 (資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金   354,115 1,070,199  2,679,640

受取手形 
※３ 
※５ 

 30,300 36,165  21,772

売掛金   942,845 1,559,012  1,515,089

たな卸資産   451,773 402,881  489,964

その他 ※４  146,912 165,130  61,933

貸倒引当金   △1,439 △1,228  △1,419

流動資産合計   1,924,507 36.5 3,232,161 55.2  4,766,981 64.0

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 
※２ 
※３ 

  

建物   933,476 841,307  885,991

機械及び装置   56,235 47,076  50,562

工具器具及び備品   96,300 113,741  119,196

土地   1,749,339 1,068,244  1,068,244

その他   15,329 17,044  9,357

 有形固定資産合計   2,850,681 54.1 2,087,414 35.7  2,133,352 28.7

(2) 無形固定資産   4,890 0.1 3,471 0.0  3,057 0.0

(3) 投資その他の資産    

投資有価証券 ※３  444,722 508,745  519,674

長期貸付金   332,408 14,445  16,770

破産更生債権等   3,378 45,748  320,844

その他   10,569 7,251  6,441

貸倒引当金   △301,877 △45,748  △320,844

 投資その他の 
 資産合計 

  489,201 9.3 530,442 9.1  542,886 7.3

 固定資産合計   3,344,773 63.5 2,621,328 44.8  2,679,296 36.0

Ⅲ 繰延資産    

社債発行差金   38 ―  ―

繰延資産合計   38 0.0 ― ―  ― ―

資産合計   5,269,319 100.0 5,853,489 100.0  7,446,278 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

 (負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

支払手形   401,435 277,699  662,786

買掛金   265,647 898,774  1,090,963

短期借入金 ※３  2,846,256 2,263,191  2,437,818

１年内返済長期借入金 ※３  608,320 331,844  534,675

１年内償還社債 ※３  700,000 ―  ―

未払法人税等   8,865 6,041  3,256

設備購入支払手形   18,923 8,350  28,602

その他 ※４  254,095 376,611  247,413

 流動負債合計   5,103,543 96.9 4,162,512 71.1  5,005,515 67.2

Ⅱ 固定負債    

社債   500,000 500,000  500,000

長期借入金 ※３  709,700 172,271  479,609

リース資産減損勘定   536,438 369,867  454,022

退職給付引当金   344,849 372,990  364,606

その他   80,166 87,728  107,943

 固定負債合計   2,171,155 41.2 1,502,857 25.7  1,906,181 25.6

 負債合計   7,274,698 138.1 5,665,370 96.8  6,911,696 92.8

 (資本の部)    

Ⅰ 資本金   3,467,050 65.8 ― ―  1,540,000

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 49.7 ― ―  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  10,000 ― 10,000 

３ 中間(当期)未処理 
  損失 

 8,216,764 ― 2,679,068 

利益剰余金合計   △8,203,464 △155.7 ― ―  △2,669,068 △35.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  113,442 2.1 ― ―  154,013 2.1

Ⅴ 自己株式   △295 △0.0 ― ―  △363 △0.0

資本合計   △2,005,379 △38.1 ― ―  534,581 7.2

負債資本合計   5,269,319 100.0 ― ―  7,446,278 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前事業年度末の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

 (純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― 1,540,000 26.3  ―

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 1,510,000 ― 

資本剰余金合計   ― 1,510,000 25.8  ―

３ 利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

別途積立金  ― 10,000 ― 

繰越損失剰余金  ― 2,995,891 ― 

利益剰余金合計   ― △2,985,891 △51.0  ―

４ 自己株式   ― △476 0.0  ―

株主資本合計   ― 63,632 1.1  ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― 124,486  ―

評価・換算差額等 
合計 

  ― 124,486 2.1  ―

純資産合計   ― 188,119 3.2  ―

負債純資産合計   ― 5,853,489 100.0  ―
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   2,077,233 100.0 3,899,680 100.0  4,515,744 100.0

Ⅱ 売上原価   2,451,820 118.0 4,053,311 103.9  5,055,466 112.0

売上総損失   374,587 △18.0 153,630 △3.9  539,722 △12.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   233,803 11.3 294,959 7.6  490,385 10.8

営業損失   608,390 △29.3 448,590 △11.5  1,030,107 △22.8

Ⅳ 営業外収益   29,249 1.4 21,303 0.5  55,702 1.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  82,878 4.0 51,142 1.3  177,324 3.9

経常損失   662,019 △31.9 478,429 △12.3  1,151,729 △25.5

Ⅵ 特別利益 ※３  24,830 1.2 176,729 4.5  48,677 1.1

Ⅶ 特別損失 
※４ 
※５ 

 2,156,427 103.8 12,326 0.3  2,190,370 48.5

税引前中間(当期) 
純損失 

  2,793,616 △134.5 314,026 △8.1  3,293,422 △72.9

法人税、住民税及び 
事業税 

  2,505 0.1 2,796 0.1  3,241 0.1

中間(当期)純損失   2,796,122 △134.6 316,823 △8.1  3,296,663 △73.0

前期繰越損失   5,420,641  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

中間(当期)未処理損失   8,216,764  2,679,068

    

 



 6

③ 中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間(自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日) 

 

株主資本 

資本剰余金  
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

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

中間会計期間中の変動額  

自己株式の増加 ― ― ― 

 中間純損失 ― ― ― 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― ― ― 

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

 

株主資本 

利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

別途積立金 繰越損失剰余金
利益剰余金合計

自己株式 株主資本合計 

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

中間会計期間中の変動額  

自己株式の増加 ― ― ― △112 △112

 中間純損失 ― △316,823 △316,823 ― △316,823

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

― △316,823 △316,823 △112 △316,935

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

 

評価・換算差額等 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

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

中間会計期間中の変動額  

 自己株式の増加 ― ― △112 

 中間純損失 ― ― △316,823 

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△29,526 △29,526 △29,526 

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△29,526 △29,526 △346,462 

平成18年９月30日残高(千円) 124,486 124,486 188,119 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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、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、当中間会

計期間において遺憾ながら債務超過

となりました。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、親会社であるTCSホールディ

ングス株式会社グループ、主要取引

先及び主要金融機関の協力、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

に邁進してまいりましたが、当中間

会計期間は当社を取り巻く事業環境

は更に厳しいものとなり、売上高は

第63期(平成16年10月１日から平成

17年３月31日の６ヶ月決算)と比較

し771,509千円減少(27.1％減少)い

たしました。また、コスト面では生

産性の向上と固定費の削減に取り組

み ま し た が 売 上 原 価 の 減 少 は

687,774千円(21.9％減少)に止まり、

営業利益は608,390千円の赤字とな

りました。 

 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、平成17

年10月に当下半期を含めた「中期経

営計画」を策定し、一刻も早い赤字

体質からの脱却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、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、TCSホールディングス株式会社

グループとともに、電子部品製品の

開発設計から部品・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、

基本コンセプトは、以下のとおりで

あります。 

当社は、主要取引先からの携帯電

話関連基板の受注高が大幅に減少

したことにより、第62期（平成16年

2月1日から平成16年9月30日の８ヶ

月決算）から４期連続して多額な営

業損失、当期純損失を計上しており

ます。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

財務諸表提出会社である当社は、

この状況を解消すべく平成 17 年 10

月に策定いたしました「中期経営計

画」の推進を通して、一刻も早い赤

字体質からの脱却と、現状の市場環

境においても利益を確保すること

ができる企業体質への変革に邁進

しております。 

当該計画は従来のプリント配線

板事業で蓄積したノウハウを生か

し、平成 17 年 6 月に立ち上げたシ

ステム事業本部の積極的展開を軸

として、当社の親会社であるＴＣＳ

ホールディングス株式会社とその

グループ企業とともに、電子部品製

品の開発設計から製品化まで事業

範囲を拡大し、新たな需要の創造と

受注の確保、拡大を図る計画であ

り、基本コンセプトと当中間会計期

間における成果は、以下のとおりで

あります。 

(1).電子部品製品におけるトータル

ソリューションサービスの展開 

プリント配線板製造と実装を一

体化した受注に注力し、電子部品

製品の開発設計から部品・製品化

までの一貫受注を目指し、付加価

値の極大化を図る。 

前会計年度から新たに部品の調

達、部品の実装、製品化に取り組

み、当中間会計期間の第２四半期

から取引の総額で売上高を計上す

るに至り、売上高 150,175 千円、

売上総利益 7,341 千円を計上いた

しました。 

(2).プリント配線板製造事業とシス

テム事業を二本柱とする 

①プリント配線板の設計（パター

ン設計）及び製造の従来事業に

加え、部品の調達、部品の実装、

製品化及び評価、検証・試験業

務まで事業範囲を拡大する。 

当社は、主要取引先からの携帯電話

関連基板の受注高が大幅に減少した

ことにより、第62期(平成16年２月１

日から平成16年９月30日の８ヶ月決

算)から３期連続して多額な営業損

失、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「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。
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前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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

ソリューションサービスの展開 

プリント配線板製造と実装を一

体化した受注に注力し、電子部品

製品の開発設計から部品・製品化

までの一貫受注を目指し、付加価

値の極大化を図る。 

(2) プリント配線板製造事業とシス

テム事業を二本柱とする 

①プリント配線板の設計(パター

ン設計)及び製造の従来事業に

加え、部品の調達、部品の実装、

製品化及び評価・検証・試験業

務まで事業範囲を拡大する。 

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。 

(3) 新規顧客の共同開拓 

TCSホールディングス株式会社

グループの取引先、特に電気メー

カー系企業に対し、TCSホールディ

ングス株式会社グループと合同で

新規顧客開拓により顧客層の拡大

を目指す。 

(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。 

 

 また、当中間会計期間は受注計画

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

計上したことから、遺憾ながら大幅

な債務超過となりました。そこで当

社は、平成17年11月25日開催の当社

取締役会において、債務超過の解消

による財務体質の改善、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、平成18年１月25日に開催予定の

臨時株主総会において株主様のご承

認をいただくことを条件に、下記の

とおり、減資及び法定準備金の取崩

しと第三者割当増資をすることを決

議いたしました。 

 

(1) 資本金3,427,050千円の減資、

及び法定準備金2,611,187千円

の取り崩しによる6,038,237千

円の資本の欠損の補填の予定 

 

②部品・製品の企画、開発、電子

回路設計、及びソフトウェア開

発の事業展開を図る。 

前会計年度末までに組織・人

員の展開を整備し、当中間会計

期間におけるシステム事業の損

益は、売上高 1,679,966 千円、

営業利益 40,434 千円となりま

した。 

(3).新規顧客の共同開拓 

当社の親会社であるＴＣＳホー

ルディングス株式会社とそのグル

ープ企業のお取引先、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。 

計画の策定以後、当中間会計期

間までにおいて約 55 社を新規開

拓し、当中間会計期間における売

上高は 397,055 千円となりまし

た。（上記(1)の売上高 150,175

千円を含む） 

(4).あらゆる製品を積極的に受注 

協力（外注）工場を有効活用し、

両面～４層基板の少量生産品も積

極的に受注する。 

当中間会計期間においては、新

たに海外協力工場２社からの仕入

を開始いたしました。 

以上の活動の結果、当中間会計期

間の売上高は 3,899,680 千円（対前

年同期比 87.7％増）、経常損失は

478,429千円（対前年同期比 27.7％

減）となりました。 

また、当下半期におきましては、

上記計画の(2)の②ソフトウェア開

発の事業展開について、コンプライ

アンスを確保するためにシステム

事業部門の技術者を出向にて受け

入れ事業基盤をより確かなものと

する計画であります。また、この施

策により収益性と財務体質の一層

の改善を図るものであります。 

以上のように、当社は親会社であ

るＴＣＳホールディングス株式会

社及び主要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。 

  

 

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。 

 

(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。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(2) 普通株式14,000,000株の発行

による1,400,000千円の第三者

割当増資 

(3) Ａ種優先株式16,000,000株の

発行による1,600,000千円の第

三者割当増資 

 

 親会社であるTCSホールディング

ス株式会社より上記の多大なるご支

援を得て、また、主要取引先及び主

要金融機関の協力、支援のもと、今

後とも当社は上記計画達成に邁進す

る所存であります。 

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、上記のような

重要な疑義の影響を中間財務諸表に

は反映しておりません。 

中間財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、上記のよう

な重要な疑義の影響を中間財務諸

表には反映しておりません。 

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。 

 

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 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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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

   

(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株

式 

 移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法 

  (評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法 

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定) 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

  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) 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価

法 

 時価のないもの 

同左 

 時価のないもの 

同左 

(2) たな卸資産 製品・仕掛品 

 総平均法による原価法 

製品・仕掛品 

同左 

製品・仕掛品 

同左 

 原材料 

 月次移動平均法による原

価法 

原材料 

同左 

原材料 

同左 

 貯蔵品 

 終仕入法による原価法

 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 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 

(3) デリバティブ取

引 

時価法 

なお、ヘッジの有効性が確

認されたものについては、

ヘッジ会計を適用しており

ます。 

同左 同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

有形固定資産 

 定額法 

有形固定資産 

同左 

有形固定資産 

同左 

 無形固定資産 

 定額法 

 但し、自社利用のソフト

ウェアについては、社内

における利用可能期間

(５年)に基づく定額法。

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方

法 

社債発行差金 

 商法施行規則の規定に基

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 

商法施行規則の規定に基

づき、社債償還期間(７

年)に対応して償却して

おります。 

新株発行費 

支出時に全額費用処理し

ております。 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

 

中間期末債権の貸倒損失に

備えて、一般債権について

は、貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

 

同左 

 

期末債権の貸倒損失に備え

て、一般債権については、

貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(2) 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えて

支給見込額基準により計上

しております。 

同左 同左 

(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生

していると認められる額を

計上しております。 

なお、会計基準変更時差異

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。 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生

していると認められる額を

計上しております。 

また、数理計算上の差異は

その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定年

数(10年)による定額法によ

り翌事業年度から費用処理

しております。 

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。 

５ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンスリー

ス取引については通常の賃

貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理 

なお、為替予約等が付さ

れている外貨建金銭債権

債務については振当処理

を行っております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

(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 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (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 

(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 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計方針の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当中間会計期間から「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。 

 これにより税引前中間純損失が

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、改正後の中間財務諸表等規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。 

 

――――――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

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。 

 

 

  ―――――――――― 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

 当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計

に相当する金額は 188,119千円であ

ります。 

 中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

   ――――――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

 １ 受取手形割引高 12,789千円  １ 受取手形割引高 10,830千円  １ 受取手形割引高 7,229千円

 売掛債権譲渡高 383,361千円 
※２ 有形固定資産の減価償却累計 

額      5,203,725千円 

   有形固定資産の減損損失累計 

額      1,051,480千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額          5,330,489千円

   有形固定資産の減損損失累計

額      1,036,514千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

 額     5,281,638千円

有形固定資産の減損損失累計

   額       1,037,876千円

※３ 担保資産 

 建物 933,476千円

 構築物 1,940千円

 機械及び 

 装置 
4,977千円

 工具器具 

 及び備品 
99千円

 土地 1,744,052千円

 
投資 

有価証券 
349,534千円

 計 3,034,081千円 

※３ 担保資産 

 建物 840,697千円

 構築物 1,876千円

 機械及び 

 装置 
4,977千円

 工具器具 

 及び備品 
99千円

 土地 1,062,957千円

 
投資 

有価証券 
312,286千円

 計 2,222,895千円 

※３ 担保資産 

 建物 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 

 割引手形 12,789千円

 １年内 

 償還社債 
700,000千円

 １年内返済 

 長期借入金 
456,996千円

 長期借入金 546,186千円

 短期借入金 1,258,000千円

 計 2,973,971千円 

   上記に対する債務 

 割引手形 10,830千円

 １年内 

 償還社債 
－千円

 １年内返済

 長期借入金
151,840千円

 長期借入金 150,026千円

 短期借入金 1,261,000千円

 計 1,573,696千円 

   上記に対する債務 

 割引手形 7,229千円

 １年内 

  償還社債 
－千円

 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

 短期借入金 1,267,818千円

 計 2,002,645千円 
※４ 仮払消費税等及び仮受消費税

等については相殺のうえ、そ

の残額を流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

※４   同左 ※４   ―――――― 

 

※５    ――――――― ※５ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しており

ます。 

 なお、当中間会計期間末が金

融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形を満期日に

決済が行われたものとして処

理しております。 

受取手形 7,844千円

割引手形 2,404千円 

※５   ―――――― 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 １ 減価償却実施額 

 有形固定資産 172,350千円

 無形固定資産 2,156千円
  

 １ 減価償却実施額 

 有形固定資産 73,563千円

 無形固定資産 156千円
  

 １ 減価償却実施額 

有形固定資産 253,475千円

無形固定資産 3,935千円
  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 61,657千円

社債利息 12,388千円
  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 41,903千円

社債利息 4,729千円
  

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 121,579千円

社債利息 18,314千円

新株発行費 18,681千円
  

※３ 

―――――― 

 

※３ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金 

戻入益 
176,650千円

 

※３ 

―――――― 

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 

除却損 
80,275千円

子会社株式 

評価損 
170,027千円

減損損失 1,595,316千円

貸倒引当金 

繰入額 
295,008千円

  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 

除却損 
222千円

  

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産 

除却損 
80,477千円

子会社株式 

評価損 
170,027千円

減損損失 1,595,316千円

貸倒引当金 

繰入額 
317,804千円

 

※５ 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。 

場所 用途 種類 

本社工場 

及び 

横浜工場 

プリント 

配線板 

製造設備 

建物 

機械及び装置 

工具器具及び 

備品 

その他 

無形固定資産 

 (経緯) 

当社は、当中間会計期間を含め

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 
  

※５  

―――――― 

 

※５ 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。 

場所 用途 種類 

本社工場 

及び 

横浜工場 

プリント 

配線板 

製造設備 

建物 

機械及び装置

工具器具及び

備品 

その他 

無形固定資産

 (経緯) 

当社は、当中間会計期間を含め

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。 

 (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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(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末 
株式数（株） 

普通株式（注） 2,241 972 － 3,213

計 2,241 972 － 3,213

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

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額、減損損
失累計額相当額及び中間期末残
高相当額 

  
機械 
及び 
装置 

 
工具 
器具 
備品 

 
ソフト 
ウェア 

合計 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

 1,079,017 255,880 52,750 1,387,648

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

 518,385 160,082 35,347 713,815

減損 
損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

 457,691 76,048 2,698 536,438

中間期 
末残高 
相当額 
(千円) 

 102,940 19,749 14,703 137,393

  

１ リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額、減損損
失累計額相当額及び中間期末残
高相当額 

  
機械
及び
装置

工具
器具
備品

ソフト
ウェア

合計

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

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

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

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

減損 
損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

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

中間期 
末残高 
相当額 
(千円) 

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

  

１ リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額、減損損
失累計額相当額及び期末残高相
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)

1,433,287 155,092 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 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中
間期末残高 

   未経過リース料中間期末残高
相当額 
１年以内 228,764千円
１年超 463,599千円

合計 692,364千円
   リース資産減損勘定中間期末

残高      536,438千円 

２ 未経過リース料中間期末残高相
当額及びリース資産減損勘定中
間期末残高 

   未経過リース料中間期末残高
相当額 
１年以内 275,949千円
１年超 575,823千円

合計 851,772千円
   リース資産減損勘定中間期末

残高     369,867千円 

２ 未経過リース料期末残高相当額
及びリース資産減損勘定期末残
高 

      未経過リース料中間期末残高
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、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 137,960千円

リース資産減損 

勘定の取崩額 
―千円

減価償却費 

相当額 
128,733千円

支払利息相当額 10,713千円
減損損失 536,438千円 

３ 支払リース料、リース資産減損
勘定の取崩額、減価償却費相当
額、支払利息相当額 

 
支払リース料 156,761千円

リース資産減損

勘定の取崩額 
84,155千円

減価償却費 

相当額 
58,773千円

支払利息相当額 19,892千円
  

３ 支払リース料、リース資産減損
勘定の取崩額、減価償却費相当
額、支払利息相当額及び減損損
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 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

４ 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 
   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ
っております。 

４ 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 
同左 

４ 減価償却費相当額及び利息相当
額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 
同左 

  利息相当額の算定方法 
   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息相
当額とし、各期への配分方法に
ついては利息法によっておりま
す。 

  利息相当額の算定方法 
同左 

  利息相当額の算定方法 
同左 

 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当中間会計期間末(平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度末(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(１株当たり情報) 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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 △130.09円 △48.00円 △36.22円

１株当たり中間(当期) 

純損失金額 
181.38円 10.77円 198.08円

 なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につ

いては、１株当たり中間純

損失であり、また潜在株式

が存在しないため記載して

おりません。 

なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金額につ

いては、潜在株式は存在し

ますが１株当たり中間純損

失であるため記載しており

ません。 

なお、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在し

ますが１株当たり当期純損

失であるため記載しており

ません。 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

中間貸借対照表の純資産 

の部の合計額(千円) 
― 188,119

―

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）

―
（ ― ）

普通株式に係る中間期末 

（期末）純資産額(千円) 
― △1,411,880

―

普通株式の発行済み 

株式数（株） 
― 29,417,400

―

普通株式の自己株式数 

（株） 
― 3,213

―

１株当たり純資産額の 

算定に用いられた普通 

株式の数（株） 

― 29,414,187

―

 

２ １株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間損益計算書上の中間 

(当期)純損失(千円) 
2,796,122 316,823 3,296,663

普通株式に係る中間 

(当期)純損失(千円) 
2,796,122 316,823 3,296,663

普通株式の期中平均 

株式数（株） 
15,415,960 29,414,506 16,643,091

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在

株式の概要 

 
―――――― 

A種優先株式 16,000千
株の普通株式への転換
予約権の行使による株
式の増加 

（A種優先株式の概要） 
① 発行価額 

１株につき 100円
② 発行価額の総額 

1,600,000千円
③ 転換請求期間 

平成23年3月1日以降
④ 当初転換価額 

１株につき  50円

 
同左 
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１．固定資産の譲渡について 

 遊休固定資産の処分に伴い、平成

17年10月20日付けにて譲渡先である

新日本建販株式会社との間で譲渡金

額720,000千円にて不動産売買契約

を締結し、平成17年11月９日付けに

以下の物件を譲渡いたしました。 

 なお、譲渡先と当社との資本的・

人的関係などはございません。 

譲渡資産の内容 

資産の内容 
及び所在地 

帳簿価額 現況 受渡条件 

土地 
(6,399.99㎡) 
神奈川県川崎市 
川崎区大川町 
13-6 

681,095 
千円 

遊休地 更地渡し 

 

 

―――――― 

 

―――――― 

２．社債の早期償還について 

 当該社債発行にあたり担保に付し

ている土地売却に伴い担保解除を行

うため、平成17年10月28日付けをも

って社債700,000千円を繰上償還い

たしました。これにより早期償還手

数料 5,138千円を下半期に計上する

予定であります。 

 なお、当該早期償還により社債利

息は早期償還しなかった場合に比べ

2,379千円減少いたします。 

繰上償還する社債の内容 

 

―――――― 

 

―――――― 

銘柄 
発行
年月
日 

当中間 
期末残高 
(平成17年 
９月30日) 

利率
(％) 

担保
償還
期限 

第４ 
回物 
上担 
保付 
社債 

平成
10年 
11月
26日 

千円 
300,000 

年 
1.7 

担保付 

平成 
17年 
11月 
25日 

第５ 
回物 
上担 
保付 
社債 

平成
10年 
12月
21日 

200,000 
年 
2.0 

担保付 

平成 
17年 
12月 
21日 

第６ 
回物 
上担 
保付 
社債 

平成
11年 
１月
29日 

200,000 
年 
2.8 

担保付 

平成 
18年 
１月 
27日 

合計 700,000    
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３．減資及び法定準備金の減少と第

三者割当増資 

 当社は、平成17年11月25日開催の

取締役会において、当社が債務超過

に陥ること及び経営成績が３期連続

して赤字の見通しにつき、早急に財

務体質の補強及び受注の回復による

収益向上を図るため、平成18年１月

25日に開催予定の臨時株主総会にお

いて株主様のご承認をいただくこと

を条件に、下記のとおり、減資及び

法定準備金の取崩しと第三者割当増

資をすることを決議いたしました。 

 (1) 減資及び法定準備金の取崩し 

  減資差益及び法定準備金の取崩

額を資本の欠損の補填に充当す

る予定であります。 

  ① 減少すべき資本の額 

    資本の額3,467,050千円を

3,427,050千円減少させ、

40,000千円といたします。 

  ② 資本減少の方法 

    発行済株式総数の変更は行

わず、上記の3,427,050千円

の資本を無償で減少いたし

ます。 

  ③ 資本準備金の減少の額 

    上記の減資の効力発生を停

止条件として、商法第289

条１項に基づき資本準備金

2,617,887千円を2,607,887

千円減少し、10,000千円と

いたします。 

  ④ 利益準備金の減少の額 

    上記の減資の効力発生を停

止条件として、商法第289

条１項に基づき利益準備金

3,300千円の全額が減少い

たします。 

 

―――――― 

 

―――――― 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ⑤ 日程(予定) 

取締役会決議日 

平成17年11月25日 

臨時株主総会決議日 

平成18年１月25日 

債権者異議申述公告 

平成18年１月26日 

債権者異議申述 終期日 

平成18年２月26日 

減資及び法定準備金減額の 

効力発生日 

平成18年２月27日 

 

 

 

 (2) 第三者割当増資 

  当社の債務超過の解消による財

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

るためのものであります。 

 

 

 

 

  ① 普通株式 

発行新株式数 

14,000千株 

発行価額 

１株につき 金100円 

発行価額の総額 

1,400,000千円 

資本組入額 

１株につき 金 50円 

資本組入額の総額 

700,000千円 

申込期日 

平成18年２月27日 

払込期日 

平成18年２月28日 

配当起算日 

平成17年10月１日 

新株交付日 

平成18年３月３日 

割当先及び割当株式数 
 TCSホールディングス 
 株式会社 

14,000千株 

  

新株式の継続所有の取決め

に関する事項 

当社は、割当先から割当

株式効力発生日より２年

間において譲渡する場合

には、その旨を当社に報

告する旨の確約を得る予

定であります。 

前各号については、証券取

引法による届出効力発生を

条件といたします。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ② 優先株式 

発行株式の種別・名称 

株式会社アイレックス 

Ａ種優先株式 

発行新株式数 

16,000千株 

発行価額 

１株につき 金100円 

発行価額の総額 

1,600,000千円 

資本組入額 

１株につき 金 50円 

資本組入額の総額 

800,000千円 

申込期日 

平成18年２月27日 

払込期日 

平成18年２月28日 

配当起算日 

平成17年４月１日 

新株交付日 

平成18年３月３日 

割当先及び割当株式数 

 TCSホールディングス 

 株式会社 

16,000千株 

 

 

 

 

 

 

前各号については、各種の

法令に基づく必要手続きの

効力発生を条件といたしま

す。 

 

  

  ③ 資金使途 

    当該第三者割当増資による

資金の使途につきまして

は、新株発行価額の総額

3,000,000千円(予定額)か

ら発行諸費用の概算額

27,990千円を差し引いた残

額2,972,010千円について、

借入金の返済1,000,000千

円、製造設備のメッキ設備

(更新)・AOI検査機(増設)・

ソルダーレジスト設備(更

新)等635,000千円、及び残

額は運転資金に充当する予

定であります。 

 

  

  この減資及び第三者割当増資に

より、平成18年２月28日付けで発

行済株式総数は、普通株式29,417

千株、Ａ種優先株式16,000千株と

なり、資本金は1,540,000千円とな

る予定であります。 

  

 

 

以 上 


