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平成２０年７月１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 

取締役 経営管理本部長 久次米 正明 
ＴＥＬ ０４５（４７６）３２１１ 

 
（修正・訂正、数値データ訂正あり）「平成２０年３月期 決算短信」の 

一部修正・訂正について 
 
平成 20 年 5 月 30 日に発表いたしました「平成２０年３月期 決算短信」の記載事項について、発

表日以降の監査法人による監査の過程で一部修正・訂正がありましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

なお、修正箇所につきましては各々網掛け  を付して、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。また、数値データにつきましても訂正がありましたので、訂正後の数値

データも併せて送信いたします。 

 

記 
 
訂正箇所 
１．１ページ 「1.２０年３月期の連結業績」 「(2)連結財政状態」 

訂正理由：記載数値の誤りを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

(2) 連結財政状態 

 総資産  純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
２０年３月期 

百万円 
4,418 

百万円 
△703 

％ 
△18.1 

円  銭 
△81  55 

１９年３月期 6,610 1,098 13.3 △24  34 

＜訂正後＞ 

(2) 連結財政状態 

 総資産  純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
２０年３月期 

百万円 
4,418 

百万円 
△703 

％ 
△18.1 

円  銭 
△81  55 

１９年３月期 6,610 1,088 13.3 △24  34 

 

２．３ページ 「１．経営成績」「(1). 経営成績に関する分析」の（当期の経営成績）の記載中、23

行目 

訂正理由：記載数値の誤りを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

「以上の結果、当連結会計年度における売上高は 10,288,765 千円（前期比 6.3％減）、経常利

益は・・・」 

＜訂正後＞ 

「以上の結果、当連結会計年度における売上高は 10,288,765 千円（前期比 5.9％減）、経常利

益は・・・」 
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３．５ページ 「１．経営成績」「(2). 財政状態に関する分析」「②キャッシュ・フローの状況」の記

載中、２行目、及び「（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移」表内 

 訂正理由：記載数値の誤りを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

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、借
入金の返済や貸付による支出などにより前連結会計年度に比べ 337,691 千円減少し、連結会
計年度末には 594,623 千円となりました。 
 

＜訂正後＞ 

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、借
入金の返済や貸付による支出などにより前連結会計年度に比べ 337,691 千円減少し、連結会
計年度末には 595,623 千円となりました。 
 
＜訂正前＞ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年9月期 平成17年9月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 

自己資本比率 11.8 7.3 8.4 13.4 △18.1 

時価ベースの自己資本比率 21.3 23.7 50.3 35.6 42.6 
キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 

70.9 ― ― ― 2.5 

インタレスト・カバレッジ・
レシオ 0.6 ― ― ― 12.1 

 

＜訂正後＞ 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成16年9月期 平成17年9月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 

自己資本比率 11.8 7.3 8.4 13.4 △18.1 

時価ベースの自己資本比率 21.3 23.7 50.3 35.6 42.6 
キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 70.9 ― ― ― 309.1 

インタレスト・カバレッジ・
レシオ 0.6 ― ― ― 9.9 
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４．２1ページ 「４連結財務諸表」「（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」「４会

計処理基準に関する事項」「（4）重要な引当金の計上基準」「（ハ）退職給付引当金」 

訂正理由：数理計算上の差異につきましては翌連結会計年度からの処理になるため、記載内容を

削除いたします。 

＜訂正前＞ 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

（4）重要な引当金の計上基
準 

～省略～ 
 
 (ハ)退職給付引当金 

   
 
 
 
 
 

 

       
 

 
 
従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、計
上しております。 
 また、数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定年数（10年）による定額法に
より翌連結会計年度から費用処理し
ております。 

      
 
 
 
       同左 
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（平成20年3月期までは10
年、平成21年３月期からは５年）によ
る定額法により翌連結会計年度から
費用処理しております。 

 

 

＜訂正後＞ 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

（4）重要な引当金の計上基
準 

～省略～ 

 
 (ハ)退職給付引当金 

   
 
 
 
 
 
 

 

    
 
 

 
従業員の退職給付に備えるため、当連
結会計年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき、計上
しております。 
 また、数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定年数（10年）による定額法に
より翌連結会計年度から費用処理し
ております。 

 
 
 
 

同左 
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５．２３ページ 「４連結財務諸表」「（7）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） 
修正理由：平成 19年４月 13日発表の「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）を適用することとなったため記載の内容を修正し、

併せて連結財務諸表と整合させるため記載数値を修正いたします。 

＜修正前＞ 

（会計方針の変更） 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 
～省略～ 

 

   
―――――――――― 

 

（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、連結会計年度末に在任している取
締役及び監査役に対して当連結会計年度末までに発生
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、経常利益が852千円少なく計上

されており、税金等調整前当期純損失は同額多く計上さ
れております。 

 

＜修正後＞ 

（会計方針の変更） 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 
～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、連結会計年
度末に在任している取締役及び監査役に対して当連結
会計年度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、経常利益が1,216千円少なく計

上されており、税金等調整前当期純損失は同額多く計上
されております。 
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６．２３ページ 「４連結財務諸表」「（7）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」

（表示方法の変更） 
訂正理由：記載の漏れを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

(表示方法の変更) 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

――――――――― 

（連結貸借対照表）  

 前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した「短期貸付金」（前連結会計
年度2,074千円)は資産総額の100分の5を超えたため、

当連結会計年度より区分掲記しております。 
 

＜訂正後＞ 

(表示方法の変更) 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

――――――――― 

（連結貸借対照表）  

（短期貸付金）  
 前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した「短期貸付金」（前連結会計

年度2,074千円)は資産総額の100分の5を超えたため、
当連結会計年度より区分掲記しております。 

 

（短期繰延税金資産） 
 前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した「短期繰延税金資産」（前連
結会計年度27,705千円)は重要性が増したため、当連結
会計年度より区分掲記しております。 

 

 

７．２７ページ 「４連結財務諸表」「（8）連結財務諸表に関する注記事項」（連結株主資本等変動計

算書関係）「前連結会計年度」 
訂正理由：記載の誤りを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

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 ― ― 3,213 

（変動事由の概要） 

 記載事項はありません。 

＜訂正後＞ 

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） 2,241 972 ― 3,213 

（変動事由の概要） 

 増加額の主な内容は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    972株 
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８．３０ページ 「４連結財務諸表」「（8）連結財務諸表に関する注記事項」（セグメント情報）「1.

事業の種類別セグメント情報」「当連結会計年度」 

訂正理由：記載金額の誤り及び記載の漏れを訂正いたします。 

 

＜訂正前＞ 

当連結会計年度(平成19年４月１日～平成20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 2,976,071 7,312,693 10,288,765 － 10,288,765 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 2,976,071 7,312,693 10,288,765 － 10,288,765 

営業費用 3,857,083 5,450,249 9,307,333 225,181 9,532,514 

営業利益又は営業損失（△） △881,011 1,862,443 981,432 △225,181 756,250 

Ⅱ資産、減価償却費及び基本的支

出 

 資産 

 減価償却費 

資本的支出 

 

 

1,973,676 

124,302 

47,853 

 

 

1,883,958 

828 

1,689 

 

 

3,857,635 

125,131 

49,542 

 

 

561,268 

14,262 

790 

 

 

4,418,903 

139,394 

50,332 

 

＜訂正後＞ 

当連結会計年度(平成19年４月１日～平成20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 2,976,071 7,312,693 10,288,765 － 10,288,765 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － 

計 2,976,071 7,312,693 10,288,765 － 10,288,765 

営業費用 3,857,083 5,450,249 9,307,333 225,181 9,532,514 

営業利益又は営業損失（△） △881,011 1,862,443 981,432 △225,181 756,250 

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失及

び資本的支出 

 資産 

 減価償却費 

 減損損失 

資本的支出 

 

 

1,973,676 

124,411 

1,679,218 

47,853 

 

 

1,883,958 

828 

― 

1,689 

 

 

3,857,635 

125,240 

1,679,218 

49,542 

 

 

561,268 

14,262 

― 

790 

 

 

4,418,903 

139,503 

1,679,218 

50,332 
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９.３２ページ 「４連結財務諸表」「（8）連結財務諸表に関する注記事項」（リース取引関係） 

訂正理由：記載の漏れを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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     
 
 

～省略～ 
 
 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償
却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料         311,760千円 
リース資産減損勘定の取崩額  166,854千円 
減価償却費相当額       115,703千円 
支払利息相当額         37,605千円 
 
 

④               ～省略～ 
 

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     
 
 

～省略～ 
 
 

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         292,584千円 
リース資産減損勘定の取崩額  151,935千円 
減価償却費相当額       111,130千円 
支払利息相当額         27,530千円 

 
 
④                ～省略～ 

 
 

＜訂正後＞ 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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     
 
 

～省略～ 
 
 

③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償
却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料         311,760千円 
リース資産減損勘定の取崩額  166,854千円 
減価償却費相当額       115,703千円 
支払利息相当額         37,605千円 

 
 

④               ～省略～ 
 

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 

 
 

～省略～ 
 
 

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         292,584千円 
リース資産減損勘定の取崩額  151,935千円 
減価償却費相当額       111,130千円 
支払利息相当額         27,530千円 

減損損失             220,379千円 
 

④                ～省略～ 
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１０．３４ページ 「４連結財務諸表」「（8）連結財務諸表に関する注記事項」（関連当事者との取引） 

訂正理由：記載の誤り、及び記載の漏れを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

当連結会計年度(平成 19年４月１日～平成 20 年３月 31 日) 

(1)親会社及び法人主要株主等 
関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
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 役員の 

兼任等 
事業上の
関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

資金の借入 

 利息の支払 
10,027 

短期借入金 

未払費用 

500,000 

   849 

利息の受取 
4,027 

短期貸付金 

― 

270,000 

― 
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 
56.79% 

間接 
17.33% 

兼任 
2名 

資本・
業務提
携先 

当社銀行借 
入に対する 
債務被保証 

432,500 ― ― 

 

＜訂正後＞ 

当連結会計年度(平成 19年４月１日～平成 20 年３月 31 日) 

(1)親会社及び法人主要株主等 
関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
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 役員の 

兼任等 
事業上の
関係 

取引の内容 
取引金額
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

 利息の支払 10,027 
短期借入金 

未払費用 

500,000 

849 

消費寄託 540,000 短期貸付金 270,000 

利息の受取 4,027 ― ― 
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 
56.79% 

間接 
17.33% 

兼任 
2名 

資本・
業務提
携先 

当社銀行借 
入に対する 
債務被保証 

432,500 ― ― 
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１１．３６ページ 「４連結財務諸表」「（8）連結財務諸表に関する注記事項」（税効果会計関係） 

訂正理由：「有価証券評価損」の計算の誤り、及びそれに伴う「繰延税金資産小計」以下の記載金額

の誤りを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

(税効果会計関係) 
前連結会計年度 

    (平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

    (平成20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 1,813,153千円

～省略～ 

 

有価証券評価損 2,546千円

  会員権評価損 11,658千円

  減損損失 449,981千円

  その他 △216千円

   繰延税金資産小計 2,485,080千円

  評価性引当金 △2,449,624千円

   繰延税金資産合計 35,455千円

 繰延税金負債 
  その他有価証券評価差額金 75,630千円

   繰延税金負債合計 75,630千円

 
 

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 1,721,087千円

～省略～ 

  役員退職慰労引当金 497千円

有価証券評価損 16,958千円

  会員権評価損 8,041千円

  棚卸資産評価損 43,799千円

  減損損失 1,177,637千円

  その他 5,085千円

   繰延税金資産小計 3,192,974千円

  評価性引当金 △3,190,880千円

   繰延税金資産合計 2,093千円

 繰延税金負債 
  その他有価証券評価差額金 35,651千円

   繰延税金負債合計 35,651千円 

＜訂正後＞ 

(税効果会計関係) 
前連結会計年度 

    (平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

    (平成20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 1,813,153千円

～省略～ 

 

有価証券評価損 2,546千円

  会員権評価損 11,658千円
  減損損失 449,981千円

  その他 △216千円

   繰延税金資産小計 2,485,080千円

  評価性引当金 △2,449,624千円

   繰延税金資産合計 35,455千円

 繰延税金負債 
  その他有価証券評価差額金 75,630千円

   繰延税金負債合計 75,630千円

 

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 1,721,087千円

～省略～ 

  役員退職慰労引当金 497千円

有価証券評価損 12,040千円

  会員権評価損 8,041千円

  棚卸資産評価損 43,799千円

  減損損失 1,177,637千円

  その他 5,085千円

   繰延税金資産小計 3,188,051千円

  評価性引当金 △3,136,429千円

   繰延税金資産合計 51,622千円

 繰延税金負債 
  その他有価証券評価差額金 35,651千円

   繰延税金負債合計 35,651千円 
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１２．３７ページ 「４連結財務諸表」「（8）連結財務諸表に関する注記事項」（有価証券関係） 

訂正理由：記載数値の誤りを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 
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19年３月31日) 当連結会計年度(平成20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) 

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 140,171 334,288 194,117 147,766 191,215 43,449 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

      

 株式 60,633 46,451 △14,181 76,889 100,117 23,228 

合計 200,804 380,740 179,935 224,655 291,333 66,677 

 

＜訂正後＞ 
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19年３月31日) 当連結会計年度(平成20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) 

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 140,171 334,288 194,117 90,113 187,590 97,477 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

      

 株式 60,633 46,451 △14,181 120,726 103,742 △16,983 

合計 200,804 380,740 179,935 210,840 291,333 80,493 
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１３．３９ページ 「４連結財務諸表」「（8）連結財務諸表に関する注記事項」（退職給付関係） 

修正・訂正理由：「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その 2）」（企業会計基準第14 号 平

成 19 年 5 月 15 日）を適用することとなったため記載内容の修正、及び記載数値の誤

りを訂正いたします。 

＜修正・訂正前＞ 

(退職給付関係) 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし
て、適格退職年金制度及び退職一時金制度並びに複数
事業主制度による企業年金制度を設けております。ま
た、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠し
た数理計算上の退職給付債務の対象とされない割増退
職金を支払う場合があります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし
て、適格退職年金制度及び退職一時金制度並びに複数
事業主制度による企業年金制度を設けております。ま
た、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠し
た数理計算上の退職給付債務の対象とされない割増退
職金を支払う場合があります。 

２ 退職給付債務に関する事項 
① 退職給付債務 △540,038千円
② 年金資産 146,763 

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △393,275 
④ 未認識数理計算上の差異 13,105 
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) △380,170 

 (注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当
たり、簡便法を採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 
① 退職給付債務 △411,311千円
② 年金資産 114,314 

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △296,996 
④ 未認識数理計算上の差異 △62,066 
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) △359,063 

 (注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当
たり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 42,123千円
② 利息費用 11,624 
③ 期待運用収益(年金資産) △3,056 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 14,548 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 － 

小計 65,239 
⑥ 厚生年金基金拠出金 62,426 

合計 127,665 
 (注) 簡便法を採用している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 28,738千円
② 利息費用 10,529 
③ 期待運用収益(年金資産) △2,935 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 10,933 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 － 

小計 47,266 
⑥ 厚生年金基金拠出金      

合計     
 (注) 簡便法を採用している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。 
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 期間定額基準
② 割引率 2.0％
③ 期待運用収益率 2.0％
④ 数理計算上の差異の処理年数 10年

(発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ
る定額法により、翌連結会計年度から費用処理して
おります) 

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 
① 退職給付費用の期間配分方法 期間定額基準
② 割引率 1.1％
③ 期待運用収益率 2.0％
④ 数理計算上の差異の処理年数 5年

同左 
⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 ５年

  

５ 企業年金制度に関する事項 
 当社グループの加入する厚生年金基金（代行部分
を含む）は総合設立方式であり、自社の拠出に対応
する年金資産の額を合理的に計算することができな
いため、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会:
平成10年6月16日)注解12(複数事業主制度の企業年
金について)により、年金基金への要拠出額 62,426
千円を退職給付費用として処理しております。 
なお、当該年金基金の年金資産総額のうち、平成

19年3月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算
した当社グループ分の年金資産額は 1,537,093千円
であります。 

５ 企業年金制度に関する事項 
 当社グループの加入する厚生年金基金（代行部分
を含む）は総合設立方式であり、自社の拠出に対応
する年金資産の額を合理的に計算することができな
いため、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会:
平成10年6月16日)注解12(複数事業主制度の企業年
金について)により、年金基金への要拠出額   千
円を退職給付費用として処理しております。 
なお、当該年金基金の年金資産総額のうち、平成

20年3月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算
した当社グループ分の年金資産額は1,013,683千円
であります。 
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＜修正・訂正後＞ 

(退職給付関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし
て、適格退職年金制度及び退職一時金制度並びに複数
事業主制度による企業年金制度を設けております。ま
た、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠し
た数理計算上の退職給付債務の対象とされない割増退
職金を支払う場合があります。 

２ 退職給付債務に関する事項 
① 退職給付債務 △540,038千円
② 年金資産 146,763 
③ 未積立退職給付債務(①＋②) △393,275 
④ 未認識数理計算上の差異 13,105 
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) △380,170 

 (注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当
たり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 42,123千円
② 利息費用 11,624 
③ 期待運用収益(年金資産) △3,056 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 14,548 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 － 

小計 65,239 
⑥ 厚生年金基金拠出金 62,426 

合計 127,665 
 (注) 簡便法を採用している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。 
  
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 期間定額基準
② 割引率 2.0％
③ 期待運用収益率 2.0％
④ 数理計算上の差異の処理年数 10年

(発生時の平均残存勤務期間以内の一定の年数によ
る定額法により、翌連結会計年度から費用処理して
おります) 

⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 ５年 

１ 採用している退職給付制度の概要 
  当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし
て、適格退職年金制度及び退職一時金制度並びに複数
事業主制度による企業年金制度を設けております。ま
た、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠し
た数理計算上の退職給付債務の対象とされない割増退
職金を支払う場合があります。 

  なお、要拠出額を退職給付費用として処理している
複数事業主制度に関する事項は次のとおりでありま
す。 
(1)制度全体の積立状況に関する事項 

     （平成19年３月31日現在） 
              関東鍍金厚生年金基金 
 年金資産の額          32,250,986千円 
 年金財政計算上の給付債務の額  39,186,337千円 
 差引額             △6,935,351千円 
(2)制度全体に占める当企業グループの掛金拠出割合 

    （平成19年３月31日現在） 
                    4.39％ 
２ 退職給付債務に関する事項 

① 退職給付債務 △431,638千円
② 年金資産 106,406 
③ 未積立退職給付債務(①＋②) △325,232 
④ 未認識数理計算上の差異 △51,205 
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) △376,437 

 (注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当
たり、簡便法を採用しております。 

３ 退職給付費用に関する事項 
① 勤務費用 36,181千円
② 利息費用 10,529 
③ 期待運用収益(年金資産) △2,935 
④ 数理計算上の差異の費用処理額 10,933 
⑤ 会計基準変更時差異の費用処理額 － 

小計 54,709 
⑥ 厚生年金基金拠出金  47,398 

合計 102,107 
 (注) 簡便法を採用している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。 
５ 企業年金制度に関する事項 

 当社グループの加入する厚生年金基金（代行部分
を含む）は総合設立方式であり、自社の拠出に対応
する年金資産の額を合理的に計算することができな
いため、退職給付に係る会計基準(企業会計審議会:
平成10年6月16日)注解12(複数事業主制度の企業年
金について)により、年金基金への要拠出額 62,426
千円を退職給付費用として処理しております。 
なお、当該年金基金の年金資産総額のうち、平成

19年3月31日現在の掛金拠出割合を基準として計算
した当社グループ分の年金資産額は 1,537,093千円
であります。 

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 期間定額基準
② 割引率 1.1％
③ 期待運用収益率 2.0％
④ 数理計算上の差異の処理年数 10年

同左 
⑤ 会計基準変更時差異の処理年数 ５年

  
（追加情報） 
当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正（その2）」（企業会計基準第14号 平成19
年5月15日）を適用しております。 
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１４．４０ページ 「４連結財務諸表」「（8）連結財務諸表に関する注記事項」（企業結合等関係）「当

連結会計年度」 

訂正理由：共通支配下の取引が漏れていたことによる記載の誤りを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

（企業結合当関係） 

当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20年３月 31日) 

該当事項はありません。 

 

＜訂正後＞ 

当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20年３月 31日) 

（共通支配下の取引等） 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法形式、結合企業

名の名称、並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

結合当事企業 事業の内容 
① アイレックスシステム㈱ システム事業 

② ㈱アイレックインダストリアルソリューションズ システム事業 

③ ㈱アイレックスソハード システム事業 

④ アイレックスインフォテック㈱ システム事業 

(2) 企業結合の法形式 

少数株主より子会社株式を取得する方式 

(3) 取引の目的を含む取引の概要 

有価証券報告書提出会社は、当連結会計年度中に上記４社の子会社株式を追加取得いたし

ました。当該取引は、当社グループにおける当社の子会社統制をさらに強化するために実施

したものであります。 

２．実施した会計処理の概要 

当該取引は、少数株主との取引に該当いたします。追加取得した株式に対応する持分を少数
株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分を追加投資額と相殺消去し、追加
取得持分と追加投資額との間に生じた差額をのれん、又は負ののれんとして処理しております。 

３．被取得企業の取得原価 

結合当事企業 
取得原価 
（千円） 

取得原価の内訳 

① アイレックスシステム㈱ 37,992 普通株式の取得代金 
② ㈱アイレックインダストリアルソリューション

ズ 
86,023 普通株式の取得代金 

③ ㈱アイレックスソハード 14,800 普通株式の取得代金 
④ アイレックスインフォテック㈱ 18,000 普通株式の取得代金 

合計 156,815  
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４.発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(1) 発生したのれんの金額 

結合当事企業 
のれん又は負ののれん（△）

（千円） 
① アイレックスシステム㈱ △3,244 
② ㈱アイレックインダストリアルソリューションズ △916 

③ ㈱アイレックスソハード 226 

④ アイレックスインフォテック㈱ 1,840 

(2) のれんの発生原因 

当社が追加取得した取得原価と追加取得により減少する少数株主持分の間に差額が生じ

たためであります。 

(3) のれんの償却の方法及び償却期間 

５年間で均等償却 

５.企業結合契約に規定される条件つき取得対価の内容及び当連結会計年度以降の会計処理方針 

当該４銘柄の株式の譲渡に当たっては、すべて当該企業の取締役会の決議を必要とする旨の

譲渡制限事項がございます。 

６.取得対価のうち研究開発費に配分され費用処理された金額及びその科目名 

該当事項はありません。 
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１５.４６ページ「５個別財務諸表」「（1）貸借対照表」（負債の部） 

訂正理由：「賞与引当金」の記載の漏れ、及びそれに伴う「その他」の記載金額の誤りを訂正い

たします。 

＜訂正前＞ 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

 (負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

～省略～ 

          

   預り金   20,252   3,038   △17,213 

   前受収益   439   440   0 

 ～省略～ 

   その他   14,341   35,723   21,382 

  流動負債合計   3,785,169 64.2  3,271,802 87.6  △513,367 

～省略～ 

 

＜訂正後＞ 

  
前事業年度 

(平成19年３月31日) 
当事業年度 

(平成20年３月31日) 
比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 

 (負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

～省略～ 

預り金  20,252   3,038   △17,213 

賞与引当金  ―   21,035   21,035 

   前受収益   439   440   0 

～省略～ 

   その他   14,341   14,688   347 

  流動負債合計   3,785,169 64.2  3,271,802 87.6  △513,367 

～省略～ 
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１６．４８ページ 「５個別財務諸表」「（2）損益計算書」Ⅲ 販売費及び一般管理費 

訂正理由：「賞与引当金繰入額」の記載の漏れ、及び「業務委託料」の勘定科目名の訂正、並び

に記載金額の訂正に伴い「その他」の記載金額を訂正いたします。 

 

＜訂正前＞ 

 (2) 損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日   
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日   
 至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

～省略～ 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１         

～省略～ 

   退職給付費用  25,235   17,836   △7,399  

   福利厚生費  1,566   3,408   1,841  

～省略～ 

   賃借料  5,050   4,334   △716  

   報酬手数料  47,657   53,467   5,809  

   その他  83,060 569,002 6.4 68,358 497,496 6.5 △14,702 △71,506 

   

～省略～ 

 

＜訂正後＞ 

 (2) 損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成18年４月１日   
 至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日   
 至 平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 

～省略～ 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１         

～省略～ 

    退職給付費用  25,235   17,836   △7,399  

賞与引当金繰入額  ―   2,678   2,678  

   福利厚生費  1,566   3,408   1,841  

～省略～ 

   賃借料  5,050   4,334   △716  

   業務委託料  47,657   41,328   △6,329  

   その他  83,060 569,002 6.4 77,819 497,496 6.5 △5,241 △71,506 

～省略～ 
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１７．５６ページ 「５個別財務諸表」「（６）重要な会計方針の変更」 (追加情報) 

訂正理由：記載金額の誤りを訂正いたします。 

 

＜訂正前＞ 

(追加情報) 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

―――――――  （賞与引当金）  
 当事業年度より、システム事業本部の賞与支給基準が

具体的に定められたため、当該基準に基づき計上してお
ります。  
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営

業利益、経常利益はそれぞれ14,199千円少なく、税引前
当期純損失は同額多く計上されております。 

 

＜訂正後＞ 

  (追加情報) 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

―――――――  （賞与引当金）  
 当事業年度より、システム事業本部の賞与支給基準が
具体的に定められたため、当該基準に基づき計上してお

ります。  
 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営
業利益、経常利益はそれぞれ21,035千円少なく、税引前

当期純損失は同額多く計上されております。 
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１８．６０ページ 「５個別財務諸表」「(7)個別財務諸表に関する注記事項」（リース取引関係）  

訂正理由：記載の漏れを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

(リース取引関係) 
前事業年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

～省略～ 

 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 

～省略～ 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
支払リース料 311,760千円

リース資産減損勘定の取崩額 166,854千円

減価償却費相当額 115,703千円

支払利息相当額 37,605千円
  

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 292,584千円

リース資産減損勘定の取崩額 151,935千円

減価償却費相当額 111,130千円

支払利息相当額 27,530千円
  

＜訂正後＞ 

(リース取引関係) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

～省略～ 

 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 

～省略～ 

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
支払リース料 311,760千円

リース資産減損勘定の取崩額 166,854千円

減価償却費相当額 115,703千円

支払利息相当額 37,605千円
  

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 292,584千円

リース資産減損勘定の取崩額 151,935千円

減価償却費相当額 111,130千円

支払利息相当額 
減損損失 

27,530千円
220,379千円

  
 

 

以  上 


