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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 3,966 0.0 43 0.0 6 0.0 849 0.0
20年3月期第2四半期 5,072 9.6 349 0.0 320 0.0 255 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2四半期 28.88 13.83
20年3月期第2四半期 8.69 4.16

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2四半期 3,480 133 1.1 △53.07

20年3月期 4,418 △703 △18.1 △81.55

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  39百万円 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 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 7,540 △26.7 450 △40.5 380 △45.3 1,150 0.0 39.10

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  

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他(1)をご覧ください。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他(2)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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他(3)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2四半期  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2四半期  4,491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2四半期  29,413,477株 20年3月期第2四半期  29,414,187株
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当第2四半期連結累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、資材・原材料の高騰による景気後退懸念から、企業収益の減少、輸出の伸びの鈍化などによ
り、個人消費や設備投資もおおむね横ばいで推移している中で始りました。第2四半期連結会計期間も当
初は同様の中で推移しておりましたが、10月中旬のアメリカ・欧州における金融危機の深刻化や株式・為
替市場の大幅な変動により世界経済は一気に減速し、景気の状況はさらに厳しいものとなりました。 
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。 
また、情報サービス産業におきましても、第1四半期連結会計期間においては金融・保険業、情報通信

業やサービス業向けを中心に比較的堅調に推移してまいりましたものの、公共投資が低調に推移する中
で、当第2四半期連結会計期間に入ると電気・ガス・情報通信産業等のインフラ関係の企業業績の不振か
ら、新規案件の来期への見送りが顕在化し始めました。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経営の効率化、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 

プリント配線板事業におきましては、当初の計画通り平成20年7月1日付けをもって同事業を会社分割に
より設立いたしました株式会社キョウデンファインテックへ承継いたしました。同事業の第2四半期連結
会計期間においては7月1日以降に確定いたしました売上高の価格変更、未払経費等の確定等により、第2
四半期連結会計期間では売上高が2,016千円、営業損失が11,373千円となり、第2四半期連結累計期間では
売上高が620,765千円、営業損失は317,629千円となりなりました。 
システム事業におきましては、第2四半期連結会計期間に入り電気・ガス・情報通信産業等のインフラ

関係の市場不振から、官庁、電気・ガス会社等における新規開発の見送りによる当社顧客（電気メーカー
等）への発注減少などで当社への発注案件の見送りが顕在化し始めました。また、営業利益面におきまし
ても、新規案件の見送りによる収益減を固定費の削減だけでは補填し切れず、このため原価率が増加いた
しました。その結果、第2四半期連結会計期間では売上高が1,688,681千円、営業利益が101,393千円とな
り、第2四半期連結累計期間では売上高が3,346,038千円、営業利益が391,031千円となりました。 
以上の結果、当社グループの売上高は第2四半期連結会計期間では1,690,698千円、第2四半期連結累計

期間では3,966,804千円となりました。また、営業利益は、上記の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、第2四半期連結会計期間では90,020千円、第2四半期連結累計期間では43,759千
円となりました。 

②経常利益 

営業外損益では、受取利息、賃貸料収入などの営業外収益が第2四半期連結会計期間では4,157千円、第
2四半期連結累計期間では14,507千円ありましたが、支払利息、売上割引などの営業外費用が第2四半期連
結会計期間では20,412千円、第2四半期連結累計期間では51,868千円あり、その結果、経常利益は第2四半
期連結会計期間では73,764千円、第2四半期連結累計期間では6,398千円となりました。 

③四半期純利益 

特別損益では、平成20年９月30日付けをもって横浜工場の譲渡契約の締結並びに物件の引き渡しに至
り、特別利益では当該固定資産売却益890,885千円を含め第2四半期連結会計期間では893,724千円、第2四
半期連結累計期間では894,071千円を計上いたしました。また特別損失では、第2四半期連結会計期間にお
いて売却いたしました横浜工場に設置された生産設備の固定資産除却損2,495千円と、事業移転損失関係
8,912千円の追加計上が発生したことから第2四半期連結会計期間では11,407千円、第2四半期連結累計期
間では26,934千円を計上いたしました。 
 以上の結果、四半期純利益は第2四半期連結会計期間では944,576千円、第2四半期連結累計期間では
849,532千円となりました。 

  
なお、平成21年3月期第1四半期連結会計期間に係る連結経営成績に関する定性的情報につきましては、

平成20年8月14日発表の「平成21年3月期第1四半期決算短信」をご参照ください。 

  

・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
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（資産） 
流動資産は、主にプリント配線板事業の承継により受取手形及び売掛金や棚卸資産が減少し、また、短

期貸付金の回収等により減少いたしましたが、横浜工場の売却による未収入金の増加等があり、前連結会
計年度末より551,064千円減少し3,037,911千円となりました。 
 固定資産では、「投資その他の資産」の「その他」がシステム事業の新規事業拠点への敷金・保証金の
支払いにより増加いたしましたが、プリント配線板事業の承継により有形固定資産が減少し、前連結会計
年度末より387,594千円減少し442,332千円となりました。 
 その結果、資産合計は前連結会計年度末より938,659千円減少し3,480,243千円となりました。 
  
（負債） 
流動負債は、主にプリント配線板事業の承継により支払手形及び買掛金等が減少し、また１年内償還予

定の社債の償還などにより、前連結会計年度末より774,099千円減少し2,885,584千円となりました。 
 固定負債は、金融機関からの長期借入金の全額返済や、プリント配線板事業の承継による退職給付引当
金の減少などにより前連結会計年度末より1,001,436千円減少し461,489千円となりました。 
 その結果、負債合計は前連結会計年度末より1,775,535千円減少し3,347,073千円となりました。 
  
（純資産） 
純資産は、保有株式の株価の下落によりその他有価証券評価差額が11,531千円減少いたしましたが、四

半期純利益849,532千円により増加し、当第2四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末より
836,876千円増加し133,170千円となりました。 

  

第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は平成20年9月30日に発表いたしました第2四半期連結累
計期間の業績予想を若干上回ったものの、情報サービス産業の事業環境は引き続き厳しい状況にありま
す。従って、売上高、営業利益、経常利益につきましては平成20年9月30日に発表いたしました通期の業
績予想に変更はありません。 
 当期純利益につきましては、第2四半期連結会計期間に発生いたしました事業移転損失関係8,912千円の
追加計上により平成20年9月30日に発表いたしました予想よりも5百万円減少し1,150百万円となる見込み
であります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第2四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2四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、前連結会計年度末の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。 

  

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 
従来、プリント配線板事業は主として総平均法による原価法、システム事業は個別法による原価法

により算定しておりましたが、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、それぞれ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）及び個別法による
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、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益は、それぞれ81,617千円少なく計上
されております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載しております。 
② 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

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. 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)

(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

(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
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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2四半期連結会計期間末 
(平成20年9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 513,945 634,538 

受取手形及び売掛金 1,251,875 2,082,396 

製品 － 97,775 

原材料 － 69,175 

仕掛品 123,493 202,738 

貯蔵品 － 8,801 

未収入金 910,757 － 

短期貸付金 150,200 372,110 

その他 91,870 125,126 

貸倒引当金 △4,232 △3,689 

流動資産合計 3,037,911 3,588,975 

固定資産 

有形固定資産 76,361 498,809 

無形固定資産 2,761 2,814 

投資その他の資産 

その他 404,662 370,971 

貸倒引当金 △41,452 △42,668 

投資その他の資産合計 363,209 328,303 

固定資産合計 442,332 829,927 

資産合計 3,480,243 4,418,903 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 543,814 764,843 

短期借入金 1,927,000 1,334,796 

1年内償還予定の社債 － 500,000 

未払法人税等 30,838 63,743 

賞与引当金 160,112 103,906 

事業整理損失引当金 5,418 367,700 

その他 218,399 524,693 

流動負債合計 2,885,584 3,659,683 

固定負債 

長期借入金 － 689,250 

退職給付引当金 32,065 376,437 

その他の引当金 2,667 2,710 

長期未払金 395,975 － 

負ののれん 617 763 

その他 30,164 393,764 

固定負債合計 461,489 1,462,926 

負債合計 3,347,073 5,122,609 
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（単位：千円） 

当第2四半期連結会計期間末 
(平成20年9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 △3,046,858 △3,896,390 

自己株式 △586 △476 

株主資本合計 2,555 △846,866 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 36,611 48,143 

評価・換算差額等合計 36,611 48,143 

少数株主持分 94,003 95,016 

純資産合計 133,170 △703,705 

負債純資産合計 3,480,243 4,418,903 

株式会社アイレックス（6944）　平成21年3月期　第2四半期決算短信

6



(2) 【四半期連結損益計算書】

    【第2四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 3,966,804 

売上原価 3,523,112 

売上総利益 443,691 

販売費及び一般管理費 

販売費 5,299 

一般管理費 394,632 

販売費及び一般管理費合計 399,932 

営業利益 43,759 

営業外収益 

受取利息及び配当金 7,140 

受取賃貸料 4,227 

その他 3,139 

営業外収益合計 14,507 

営業外費用 

支払利息 41,986 

その他 9,882 

営業外費用合計 51,868 

経常利益 6,398 

特別利益 

固定資産売却益 890,885 

貸倒引当金戻入額 929 

その他 2,256 

特別利益合計 894,071 

特別損失 

固定資産除却損 2,513 

事業整理損失引当金繰入額 24,421 

特別損失合計 26,934 

税金等調整前四半期純利益 873,535 

法人税、住民税及び事業税 24,695 

少数株主利益 △692 

四半期純利益 849,532 

株式会社アイレックス（6944）　平成21年3月期　第2四半期決算短信

7



 (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 
至 平成20年9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 873,535 

減価償却費 10,721 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △662 

賞与引当金の増減額（△は減少） 56,740 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,142 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43 

受取利息及び受取配当金 △7,140 

支払利息 41,986 

有形固定資産売却損益（△は益） △890,885 

有形固定資産除却損 2,513 

事業整理損失 19,003 

売上債権の増減額（△は増加） 830,521 

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,836 

仕入債務の増減額（△は減少） △221,028 

未払消費税等の増減額（△は減少） △86,015 

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 5,418 

その他 △354,278 

小計 235,690 

利息及び配当金の受取額 7,204 

利息の支払額 △35,208 

法人税等の支払額 △52,912 

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,773 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △38,919 

定期預金の払戻による収入 38,914 

有形固定資産の取得による支出 △12,729 

有形固定資産の売却による収入 98,800 

投資有価証券の取得による支出 △3,266 

投資有価証券の売却による収入 1,050 

事業譲渡による収入 82,812 

貸付けによる支出 △50,000 

貸付金の回収による収入 271,627 

その他 △66,504 

投資活動によるキャッシュ・フロー 321,785 

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） 903,000 

長期借入金の返済による支出 △1,000,046 

社債の償還による支出 △500,000 

自己株式の取得による支出 △110 

財務活動によるキャッシュ・フロー △597,156 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △120,597 

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 475,026 
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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。 

  

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経営合理化のための諸施策
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、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、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4月4日付けにて決定いたしました。その結果、当該事業に使用している製造設備の減損損
失と当該会社分割及び株式譲渡に係る損失の合計2,046,918千円を前連結会計年度において特別損失に
計上し、遺憾ながら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存在いたしておりま
す。 
これに対し当社グループでは、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おります。 
当第2四半期連結会計期間においては、予定通り平成20年７月１日をもってプリント配線板事業を新

会社に承継し、また、平成20年９月30日をもって横浜工場の売却を行い894,071千円の特別利益を計上
したことにより当第2四半期連結累計期間の四半期純利益は849,532千円となり、純資産は133,170千円
となりました。しかしながら、当社単体においては未だ純資産が△116,562千円の債務超過にあること
から企業継続性についての重要な疑義が存在いたしておりますので、引き続き当社の親会社であるＴＣ
Ｓ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、システム事業に経営資源の集中を図り
当期の事業計画を達成すること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。 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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①事業の種類別セグメント 

当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)   （単位：千円） 

 
（注）1. 事業区分の方法 

 当社グループ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。 
 なお、プリント配線板事業におきましては、当初の計画通り平成20年7月1日付けをもって
同事業を会社分割により設立いたしました株式会社キョウデンファインテックへ承継し、そ
の全株式を株式会社キョウデンへ売却いたしました。 

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、

第2四半期連結累計期間における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 

当第2四半期連結会計期間(平成20年７月１日～平成20年９月30日)及び当第2四半期連結累計期間(平
成20年４月１日～平成20年９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 

当第2四半期連結会計期間(平成20年７月１日～平成20年９月30日)及び当第2四半期連結累計期間(平
成20年４月１日～平成20年９月30日)においては、該当事項はありません。 

  

  

(5) セグメント情報

プリント
配線板事業

システム事業 計 消去又は全社 連結

売 上 高

（１）外部顧客に対する売上 620,765 3,346,038 3,966,804 － 3,966,804

（２）セグメント間の内部売上 
   又は振替高

－ － － － －

計 620,765 3,346,038 3,966,804 － 3,966,804

営業利益又は営業損失（△） △317,629 391,031 73,401 (29,642) 43,759
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平成20年5月30日付けにて発表いたしました「平成20年３月期決算短信」において「１経営成績」
「(1)経営成績に関する分析」「（次期の見通し）」等に記載いたしました通り、当社は前連結会計年
度末において債務超過となったため、システム事業への経営資源の集中とプリント配線板事業の会社分
割による事業承継の対象から除外いたしました横浜工場の売却により当連結会計年度末までの債務超過
の解消を計画しておりますが、平成20年9月30日付けにて当該資産の譲渡契約の締結及び物件引き渡し
に至り、当第2四半期累計期間の連結損益計算書において固定資産売却益 890,885円を計上したことか
ら当四半期純利益が849,532千円と大幅に増加し、株主資本は前連結会計年度末に比べ849,421千円増加
し2,555千円となりました。 

（単位：千円）

 
  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本計

前連結会計年度末残高 1,540,000 1,510,000 △ 3,896,390 △ 476 △ 846,866

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額

  剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ ─

  四半期純利益 ─ ─ 849,532 ─ 849,532

  自己株式の取得 ─ ─ ─ △ 110 △ 110

  その他 ─ ─ ─ ─ ─

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額合計

─ ─ 849,532 △ 110 849,421

当第２四半期連結会計期間末残高 1,540,000 1,510,000 △ 3,046,858 △ 586 2,555
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「参考」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 前中間連結損益計算書 

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 5,072,353 100.0

Ⅱ 売上原価 4,377,437 86.3

  売上総利益 694,915 13.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費

   販売費 15,601

   一般管理費 329,818 345,419 6.8

  営業利益 349,496 6.9

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 2,674

   受取配当金 3,783

   賃貸料収入 6,007

   為替差益 1,864

   持分法投資利益 54

   その他 2,218 16,603 0.3

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 42,873

   売掛債権売却損 43

   持分法投資損失 －

   為替差損 －

   その他 2,978 45,894 0.9

  経常利益 320,204 6.3

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 66

   貸倒引当金戻入益 1,271

   その他 － 1,337 0.0

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 9

   投資有価証券評価損 －

   関係会社清算に伴う 
   為替換算調整勘定 
   取崩損

114

   その他 － 123 0.0

 税金等調整前中間純利益 321,419 6.3

   法人税、住民税及び 
   事業税

46,989

   法人税等調整額 △7,034 39,955 0.8

   少数株主利益 25,995 0.5

  中間純利益 255,468 5.0
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(2) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前中間連結会計期間の
連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前中間純利益 321,419

  減価償却費 70,911

  貸倒引当金の増加額(△減少額) △ 2,038

  賞与引当金の増加額(△減少額) 26,250

  退職給付引当金の増加額(△減少額) △ 16,431

  役員退職慰労引当金の増加額(△減少額) 779

  受取利息及び受取配当金 △ 6,458

  支払利息 42,873

  関係会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 114

  固定資産売却益 △ 66

  固定資産除却損 9

  持分法投資損失(△利益) △ 54

  売上債権の減少額(△増加額) 509,755

  たな卸資産の減少額(△増加額) 52,692

  破産更生債権の減少額(△増加額) 2,419

  仕入債務の増加額(△減少額) △ 319,137

  未払消費税等の増加額(△減少額) △ 44,688

  割引手形の増加額(△減少額) △ 24,470

  その他 △ 125,380

小計 488,500

  利息及び配当金の受取額 6,512

  利息の支払額 △ 40,953

  法人税等の支払額 △ 92,290

  営業活動によるキャッシュ・フロー 361,768

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  定期預金の預入による支出 △ 38,910

  定期預金の払戻しによる収入 38,908

  有形固定資産の取得による支出 △ 15,756

  有形固定資産の売却による収入 69

  投資有価証券の取得による支出 △ 7,597

  子会社株式取得による支出 △ 40,815

  貸付による支出 △ 540,600

  貸付金の回収による収入 271,054

  その他 △ 1,033

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 334,682

Ⅲ 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 △ 1,155,043

  長期借入れによる収入 1,030,000

  長期借入金の返済による支出 △ 175,704

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 300,747

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額(△) △ 273,661

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 933,315

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 659,654
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(3) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

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期連結会計年度（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ておりました。また、中間連結キャッシュ・フロー計算

書における営業活動によるキャッシュ・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。

よって、業績は回復基調にあるものの、依然として厳しい事業環境にありますので継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

中間連結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、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。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ま

す。 

 また、第65期において当該計画の一部を見直し、システム事業におけるコンプライアン

ス確保のため技術者を出向で受け入れ事業を内製化する施策を新たに加え、同事業の利益

拡大を図りました。これにより第65期においては４期ぶりに営業利益に転じ、また前中間

連結会計期間においては中間連結キャッシュ・フロー計算書における営業活動によるキャ

ッシュ・フローもプラスとなりました。これらの計画の基本コンセプトと前中間連結会計

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。

(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。

前中間連結会計期間においては、部品の調達、部品の実装、製品化で221,905千円

を売上げました。

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。

前中間連結会計期間におきましては第65期に引き続き新規開発センターの開設、新

規技術分野への進出を目指しシステム事業の積極的拡大を図りました。 

 その結果、同事業の売上高は3,458,847千円、営業利益は850,474千円となりまし

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。

前中間連結会計期間においても新たに２社を新規開拓し、計画開始から通算して73社

を新規開拓し、前中間連結会計期間においては135,777千円を売上げました。

(4).あらゆる製品を積極的に受注

不採算受注撲滅のため、低採算品については協力（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。

更なるコストダウンに対応するため、新たな海外協力工場の獲得に積極的に展開中で

あります。

この他、プリント配線板事業では、営業面では収益性の高いファインパターン基板を中

心に戦略的受注拡大を図り、新たな大手電機メーカー各社との取引拡大も目指しておりま

した。また生産面では、高難易度品の歩留り率の改善、リードタイムの削減、低採算品の

全外注への転注などに取り組み、採算性の回復に邁進しておりました。

以上のように、連結財務諸表提出会社である当社は、親会社であるＴＣＳホールディン

グス株式会社及び主要取引先並びに主要金融機関の協力、支援のもと、上記計画の達成に

邁進する所存であります。

中間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

影響を中間連結財務諸表には反映しておりません。
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(4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

  前中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

 
（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。 

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。 

  

  

前中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

該当事項ありません。 
  

  

前中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

該当事項ありません。 

  

  

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

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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