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平成１９年１２月２５日 

各      位 

 
会社名 株 式 会 社 ア イ レ ッ ク ス              
代表者 代表取締役社長 馬場 芳彦 

（JASDAQ コード番号 ６９４４） 
                             問い合わせ先 

執行役員管理本部長 中澤 伸矢 
ＴＥＬ ０４５（９３４）１１１１ 

 
「平成２０年３月期 中間決算短信」の一部訂正について 

 
 
平成 19年 11 月 22 日に発表いたしました「平成２０年３月期 中間決算短信」の記載事項に一部誤

りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所につきましては各々下線  を付して表示しております。 

 
記 

 
訂正理由  

平成 19年 11 月 22 日に発表いたしました記載内容について、平成 19 年 11月 22日以降に監査
法人による監査の過程で指摘された事項を訂正するものであります。 
 

訂正箇所 
 
４．中間連結財務諸表 

(7) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 
(会計方針の変更） （２４ページ） 
＜訂正前＞ 

 前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等） 
当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」（企業会計基準委員会 
平成17年12月９日 企業会計基準
第５号）及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準等の
適用指針」（企業会計基準委員会 
平成17年12月９日 企業会計基準
適用指針第８号）を適用しておりま
す。 
 これによる損益に与える影響は
ありません。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は350,293千円であ
ります。 
 中間連結財務諸表規則の改正に
より、当中間連結会計期間における
中間連結財務諸表は、改正後の中間
連結財務諸表規則により作成して
おります。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等） 
 当連結会計年度から「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計
基準」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準第５
号）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用
指針」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準適用
指針第８号）を適用しております。 
 これによる損益に与える影響は
ありません。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は883,960千円であ
ります。 
 連結財務諸表規則の改正により、
当連結会計年度における連結財務
諸表は、改正後の連結財務諸表規則
により作成しております。  
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＜訂正後＞ 
 前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等） 
  ～内容省略～ 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等） 
  ～内容省略～ 

────── （役員退職慰労引当金の新設） 
 従来、一部の連結子会社において
役員退職慰労引当金は支出時に費
用処理しておりましたが、「租税特
別措置法上の準備金及び特別法上
の引当金又は準備金並びに役員退
職慰労引当金等に関する監査上の
取扱い」（日本公認会計士協会 監
査・保証実務委員会報告第42号）が
平成19年４月13日に発表されたこ
とを機に、役員退職慰労引当金に係
る規程を整備したことに伴い、当中
間連結会計期間から発生時に費用
処理しております。 
 この結果、営業利益、経常利益、
及び税金等調整前中間純利益が779
千円少なく計上されております。 
 なお、セグメント情報に与える影
響は、当該箇所に記載しておりま
す。 

────── 

 
(追加情報) （２５ページ） 
＜訂正前＞ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(1) 連結子会社の財務諸表の作成基

準 
 ～省略～ 

(1) 連結子会社の財務諸表の作成基

準 
同左 

(1) 連結子会社の財務諸表の作成基

準 
同左 

─────── (2) 賞与引当金の計上 

  ～省略～ 

─────── 

─────── (3) 役員退職慰労引当金の新設 

 一部の連結子会社において、役員
退任慰労金規程が新設されたこと
に伴い、中間連結会計期間末に在任

している取締役及び監査役に対し
て当中間連結会計期間末までに発
生していると認められる金額を同

規程に基づき計算し役員退職慰労
引当金として計上しております。 
 この結果、営業利益、経常利益、

及び税金等調整前中間純利益が779
千円少なく計上されております。 

─────── 
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＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(1) 連結子会社の財務諸表の作成基

準 
 ～省略～ 

(1) 連結子会社の財務諸表の作成基

準 
同左 

(1) 連結子会社の財務諸表の作成基

準 
同左 

─────── (2) 賞与引当金の計上 
  ～省略～ 

─────── 

－削除－ －削除－ －削除－ 

 
 (8) 中間連結財務諸表に関する注記事項 
 
(中間連結損益計算書関係) （２７ページ） 
＜訂正前＞ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のう
ち主要な費目及び金額は次のとお
りであります。 

荷造運送費 12,412千円
報酬及び給与 173,719千円
賞与引当金 
繰入額 

1,008千円

退職給付費用 13,307千円
旅費交通費 20,085千円
減価償却費 7,927千円
業務委託料 17,168千円
貸倒引当金 
繰入額 

1,396千円

 
～以下省略～ 

※１ 販売費及び一般管理費のう
ち主要な費目及び金額は次のとお
りであります。 

報酬及び給与 178,629千円

賞与引当金 
繰入額 

4,216千円

退職給付費用 10,660千円

減価償却費 7,643千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のう
ち主要な費目及び金額は次のとお
りであります。 

報酬及び給与 361,472千円

賞与引当金 
繰入額 

4,384千円

退職給付費用 27,498千円

減価償却費 15,765千円
貸倒引当金 
繰入額 

1,492千円
 

 
＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のう
ち主要な費目及び金額は次のとお
りであります。 

荷造運送費 12,412千円
報酬及び給与 173,719千円
賞与引当金 
繰入額 

1,008千円

退職給付費用 13,307千円
旅費交通費 20,085千円
減価償却費 7,927千円
業務委託料 17,168千円
貸倒引当金 
繰入額 

1,396千円

 
～以下省略～ 

※１ 販売費及び一般管理費のう
ち主要な費目及び金額は次のとお
りであります。 

報酬及び給与 178,629千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

779千円 

賞与引当金 
繰入額 

4,216千円 

退職給付費用 10,660千円 

減価償却費 7,643千円 

 
 

※１ 販売費及び一般管理費のう
ち主要な費目及び金額は次のとお
りであります。 

報酬及び給与 361,472千円

賞与引当金 
繰入額 

4,384千円

退職給付費用 27,498千円

減価償却費 15,765千円
貸倒引当金 
繰入額 

1,492千円
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 (セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

  当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) （３１ページ） 

＜訂正前＞ 
 プリント 

配線板事業 
（千円） 

システム 
事業 

（千円） 

 
計 

（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

 
連結 

（千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,613,505 3,458,847 5,072,353 － 5,072,353 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ － － － － 

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

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

営業利益又は営業損失（△） △394,832 850,474 455,642 △106,146 349,496 
（注）１．事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、事業の性質、製品の種類等の類似性を考慮して、プリント配線板の製造・
販売を中心としたプリント配線板事業と、ソフトウェア開発等を中心としたシステム事業に区分して
おります。 

２．各事業区分の主要な製品・サービス等 
(1) プリント配線板事業……両面、多層プリント配線板、部品搭載、電子製品の組み立て加工。 
(2) システム事業……………電子回路設計開発、ハードウェア開発、各種システムテスト・総合評価・

検査及び品質保証業務、アプリケーション開発、システムコンサルテー
ション、インターネット関連等。 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は106,146千円であり、当社の総
務部門・経理部門等管理部門に係る費用であります。 

（追加情報） 
 従来、当社管理部門は主にプリント配線板事業に従事していたため当該部門の費用は同事業に帰属す
るものとして処理しておりましたが、システム事業の取引高の増加、及び出向社員を含む従業員の増加
等に伴いシステム事業に係る事務処理の負担が増大したため、当該部門の費用はプリント配線板事業セ
グメントから除外し全社費用として処理することといたしました。この結果、従来の方法によった場合
に比べ、プリント配線板事業の営業費用は106,146千円減少し、営業損失が同額減少しております。 

 

＜訂正後＞ 
 プリント 

配線板事業 
（千円） 

システム 
事業 

（千円） 

 
計 

（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

 
連結 

（千円） 

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 1,613,505 3,458,847 5,072,353 － 5,072,353 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

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

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

営業利益又は営業損失（△） △394,832 850,474 455,642 （106,146） 349,496 
（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。 
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３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は106,146千円であり、当社の総
務部門・経理部門等管理部門に係る費用であります。 

４．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、従来、一部の連結
子会社において役員退職慰労引当金は支出時に費用処理しておりましたが、当中間連結会計期間から
発生時に費用処理する方法に変更しております。 
この変更は、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号）が平成
19年４月13日に発表されたことを機に、役員退職慰労引当金に係る規程を整備したことに伴うもので
あります。 
この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、「システム事業」の営業費用が779千円多く、

営業利益が同額少なく計上されております。 
（追加情報） 

 従来、当社管理部門は主にプリント配線板事業に従事していたため当該部門の費用は同事業に帰属す
るものとして処理しておりましたが、システム事業の取引高の増加、及び出向社員を含む従業員の増加
等に伴いシステム事業に係る事務処理の負担が増大したため、当該部門の費用はプリント配線板事業セ
グメントから除外し全社費用として処理することといたしました。この結果、従来の方法によった場合
に比べ、プリント配線板事業の営業費用は106,146千円減少し、営業損失が同額減少しております。 

 

 

以  上 


