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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 [(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 1. 連結経営成績に関する定性的情報をご覧ください。]  

(2) 連結財政状態 

 [(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 2. 連結財政状態に関する定性的情報をご覧ください。]  
 

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 2,276 ― △46 ― △67 ― △95 ―

20年3月期第1四半期 2,478 15.1 152 0.0 130 0.0 104 0.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △3.23 0.00
20年3月期第1四半期 3.54 1.70

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

21年3月期第1四半期 4,083 △769 △21.2 △83.78

20年3月期 4,418 △703 △18.1 △81.55

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  △864百万円 20年3月期  △798百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 0.00 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。]  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 4,100 ― 180 ― 150 ― 755 ― 25.67
通期 8,150 △20.8 630 △16.7 600 △13.7 1,135 ― 38.59

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

1.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。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 0 社 （社名 ） 除外 0 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  29,417,400株 20年3月期  29,417,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,038株 20年3月期  3,213株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  29,414,006株 20年3月期第1四半期  29,414,187株
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・定性的情報・財務諸表等

　文中の将来に関する事項は、当四半期決算短信提出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. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、サブプライム住宅ローン問題による米国景気後退の

影響や、原油高を中心とする資材・原材料の高騰により企業収益は減少傾向にあります。今後は輸出の伸び
も鈍化し、個人消費や設備投資はおおむね横ばいで推移しておりますが、消費マインドは悪化し景気後退懸
念が急速に強まっております。
電子業界においては、民生用電子機器はこれまで全体を支えていたデジタルカメラがコンパクトタイプの

海外生産化の影響が顕在化して大幅な落ち込みとなりました。産業用電子機器は輸入が輸出を大きく上回っ
ており、パソコンにおいては海外生産化に支えられているものの、携帯電話の20％近い落ち込みや電算機関
連の続落等により、現状からは早期に浮上する要因は見えてこない状態にあり、プリント配線板業界におい
ても、ビルドアップを除くリジット多層板の需要不振やリジット半導体パッケージ用基板などが落ち込みま
した。
　一方、当第１四半期連結会計期間における情報サービス産業を取り巻く環境は、景気先行きに対する不

透明感があるものの比較的堅調に推移しております。業種全体で見ると製造業、金融・保険業、情報通信業
やサービス業向け売上は比較的堅調に推移していますが、官庁向けや電気・ガス会社向け売上の伸び率はマ
イナスとなっております。又、情報サービス産業での雇用状況は前期同様引き続き人手不足の状況となって
おります。
このような事業環境下で、当社グループは引き続き事業の効率化、及び新規顧客開拓等による事業拡大を

図り、一刻も早い利益体質への改善に日々努めております。

①セグメント別売上高及び営業利益

当社のプリント配線板事業におきましては、このような事業環境によりに受注高が減少し、売上高は
618,748千円となりました。またコスト面では、前年度での減損損失の計上により減価償却費、リース費用の
低減はあったものの、原油価格の高騰による材料価格の上昇などにより原価率は129％となり306,255千円の
営業損失となりました。
当社のシステム事業におきましては、売上高は1,657,356千円となりましたが、コスト面では外注工数の増

加や事業拠点の拡大に伴う賃借料等の増加により原価率が増加し、営業利益は289,637千円となりました。
以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は2,276,105千円となりました。また、

営業利益は、上記の各セグメント別の営業利益から当社管理部門共通経費を差し引き、営業損失
は46,260千円となりました。

②経常利益

営業外損益では、受取利息及び受取配当金、賃貸料収入などの営業外収益が10,349千円ありま
したが、支払利息、売上割引などの営業外費用が31,455千円あり、その結果、経常損失は67,366
千円となりました。

③四半期純利益

四半期純利益では、プリント配線板事業の６月末現在における承継対象資産の残高が確定したことに伴い、
事業移転損失引当金の追加計上15,509千円を特別損失に計上し、当第１四半期連結会計期間の四半期純損失
は95,044千円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
（資産）
流動資産は、プリント配線板事業の売上高の減少と、当連結会計年度からの棚卸資産の低価法適

用などにより前連結会計年度末より394,696千円減少し3,194,279千円となりました。
　固定資産は、投資有価証券の株価上昇、新規事業拠点への敷金・保証金の支払い等により前連結
会計年度末より59,624千円増加し889,551千円となりました。その結果、資産合計は前連結会計
年度末より335,072千円減少し4,083,830千円となりました。

（負債）
流動負債は、金融機関からの短期借入金の返済資金として親会社であるＴＣＳホールディングス

㈱から短期借入を行い、前連結会計年度末より451,963千円増加し4,111,646千円となりました。
　固定負債は、流動負債と同様に金融機関からの長期借入金を全額返済したことにより前連結会計
年度末より720,825千円減少し742,100千円となりました。その結果、負債合計は前連結会計年度
末より268,862千円減少し4,853,746千円となりました。
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（純資産）
純資産は、四半期純損失95,044千円により減少いたしましたが、保有株式の株価の上昇によりその他有価

証券評価差額が29,514千円増加し、当第１四半期末の純資産はは前連結会計年度末より66,209千円減少し△
769,915千円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期の業績につきましては、ほぼ当初の計画通りに推移してまいりました。

　第２四半期以降につきましては、大口案件の仕様変更に伴い納入時期が第３四半期以降に遅れること等に
より第２四半期連結累計期間の売上高は当初予想よりも150百万円減少し4,100百万円となる見込みでありま
す。
　利益面でも外注比率が増加し、また、当連結会計年度の新卒社員の稼働化が遅れていることなどから、第
２四半期連結累計期間の経常利益は当初予想よりも60百万円減少し150百万円となる見込みであります。
　また、当第１四半期連結累計期間においてプリント配線板事業の会社分割に伴う事業移転損失引当金繰入
額15百万円を特別損失に追加計上したことにより、当期純利益につきましては、第２四半期連結累計期間で
は75百万円、通期では15百万円、当初見込みからそれぞれ減少し、第２四半期連結累計期間では755百万円、
通期では1,135百万円となる見込みであります。
　以上のことから、平成20年5月30日の決算短信で発表いたしました第２四半期累計期間の連結業績予想を１
ページの「3.平成21年3月期の連結業績予想」の通り修正いたしますが、下半期においては上記の事項も解消
され、通期の見通しとしましてはほぼ計画通りの業績が見込まれます。

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない
と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しております。
② 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。
また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて販売可能価額まで簿
価切り下げを行う方法によっております。
③ 経過勘定項目の算定方法

一部の経過勘定項目の算定方法について、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によってお
ります。
④  法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測
やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

従来、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、当第１四半期連結会計期間より
「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）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、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失は、それぞれ81,617千円多く計上され
ております。
　なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 603,436 634,538

受取手形及び売掛金 1,623,784 2,082,396

製品 79,779 97,775

原材料 76,060 69,175

仕掛品 234,460 202,738

貯蔵品 8,510 8,801

短期貸付金 422,110 372,110

その他 149,821 125,126

貸倒引当金 △3,683 △3,689

流動資産合計 3,194,279 3,588,975

固定資産

有形固定資産 ※１※２ 494,096 ※１※２ 498,809

無形固定資産 3,130 2,814

その他 434,986 370,971

貸倒引当金 △42,661 △42,668

投資その他の資産合計 392,325 328,303

固定資産合計 889,551 829,927

資産合計 4,083,830 4,418,903

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 657,452 764,843

短期借入金 ※２ 1,992,000 ※２ 1,334,796

1年内償還予定の社債 ※２ 500,000 ※２ 500,000

未払法人税等 16,850 63,743

賞与引当金 181,311 103,906

事業整理損失引当金 383,209 367,700

その他 380,822 524,693

流動負債合計 4,111,646 3,659,683

固定負債

長期借入金 ※２ － ※２ 689,250

退職給付引当金 379,971 376,437

その他の引当金 2,585 2,710

負ののれん 770 763

その他 358,772 393,764

固定負債合計 742,100 1,462,926

負債合計 4,853,746 5,122,609
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年3月31日)

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 △3,991,435 △3,896,390

自己株式 △547 △476

株主資本合計 △941,982 △846,866

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 77,657 48,143

評価・換算差額等合計 77,657 48,143

少数株主持分 94,409 95,016

純資産合計 △769,915 △703,705

負債純資産合計 4,083,830 4,418,903
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(2) 【四半期連結損益計算書】

　【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

売上高 2,276,105

売上原価 2,098,590

売上総利益 177,514

販売費及び一般管理費

販売費 4,499

一般管理費 219,275

販売費及び一般管理費合計 ※１ 223,775

営業利益 △46,260

営業外収益

受取利息及び配当金 4,853

受取賃貸料 2,870

その他 2,625

営業外収益合計 10,349

営業外費用

支払利息 29,358

その他 2,097

営業外費用合計 31,455

経常利益 △67,366

特別利益

貸倒引当金戻入額 346

特別利益合計 346

特別損失

固定資産除却損 17

事業整理損失引当金繰入額 15,509

特別損失合計 15,527

税金等調整前四半期純利益 △82,546

法人税、住民税及び事業税 12,977

少数株主利益 △479

四半期純利益 △95,044
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㈱アイレックス(6944)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 △82,546

減価償却費 9,723

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,404

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,533

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △125

受取利息及び受取配当金 △4,853

支払利息 29,358

有形固定資産除却損 17

売上債権の増減額（△は増加） 458,612

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,318

仕入債務の増減額（△は減少） △107,390

未払消費税等の増減額（△は減少） △70,735

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 15,509

その他 △161,989

小計 146,186

利息及び配当金の受取額 4,812

利息の支払額 △23,373

法人税等の支払額 △53,145

営業活動によるキャッシュ・フロー 74,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,887

投資有価証券の取得による支出 △1,755

投資有価証券の売却による収入 1,050

貸付けによる支出 △50,000

貸付金の回収による収入 1,577

その他 △18,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,464

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） 968,000

長期借入金の返済による支出 △1,000,046

自己株式の取得による支出 △71

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,102

現金及び現金同等物の期首残高 595,623

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 564,521
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㈱アイレックス(6944)平成21年３月期 第１四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

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①営業体制の見直し②生産効率の徹底した改善
③不採算製品の整理④新技術を駆使した新規顧客拡大⑤最低限度の生産体制のための人員の削減見直し等
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、同セグメントにおいては当第１四半期連結会計期
間も多額の営業損失を計上いたしました。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、平成20年７月１日をもって当社のプリン
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㈱キョウデンに譲渡する
ことにつき、平成20年６月27日開催の定時株主総会にて決定いたしました。
当該会社分割及び株式譲渡に係る損失、すなわち、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 367,700千円を事業移転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。また、
当第１四半期末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
差額がほぼ確定したことから、15,509千円を事業移転損失引当金繰入額に追加計上いたしました。
これにより、前連結会計年度末より債務超過となったことから企業継続性についての重要な疑義が発生

いたしておりますが、これに対しましては、当社の親会社であるＴＣＳホールディングス㈱とそのグルー
プ企業との協力体制のもと、①黒字部門であるシステム事業に経営資源の集中を図り、当社を取り巻く事
業環境の変化に迅速に対応して経営の改善と安定化を図られる見通しであること。また、②会社分割の承
継資産対象から除外しております横浜工場を売却することにより売却益を計上する計画であること。など
の諸施策により当連結会計年度末までの債務超過解消に邁進してまいります。
四半期連結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四半期

連結財務諸表には反映しておりません。
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(5) セグメント情報

①事業の種類別セグメント

当連結会計年度(平成20年４月１日～平成20年６月30日) （単位：千円）

プリント
配線板事業

システム事業 計 消去又は全社 連結

Ⅰ．売 上 高

（１）外部顧客に対する売上 618,748 1,657,356 2,276,105 － 2,276,105

（２）セグメント間の内部売上

　 又は振替高
－ － － － －

計 618,748 1,657,356 2,276,105 － 2,276,105

　営業利益又は営業損失（△） -306,255 289,637 -16,618 -29,642 -46,260

（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. 事業区分の方法
(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. 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載のとおり、従来、棚卸資産は主とし

て総平均法による原価法により算定しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「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）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。

②所在地別セグメント情報

前第１四半期連結会計年度(平成19年４月１日～平成19年６月30日)及び当第１四半期連結会計年度(平成
20年４月１日～平成20年６月30日)においては、全セグメントの売上高の合計、営業利益又は営業損失
（△）の合計額に占める日本の割合が、いずれも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。

③海外売上高

前第１四半期連結会計年度(平成19年４月１日～平成19年６月30日)及び当第１四半期連結会計年度(平成
20年４月１日～平成20年６月30日)においては、該当事項はありません。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考」

前四半期にかかる財務諸表

(1).（要約）四半期連結損益計算書  （単位：千円）
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(2).セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（平成20年3月期第１四半期） （単位：千円）

【事業の所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（平成20年3月期第１四半期）
全セグメントの売上高の合計、営業利益又は営業損失（△）の合計額に占める日本の割合が、いず

れも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。
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