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平成 21 年６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 
取締役経営管理本部長 久次米 正明 
ＴＥＬ ０４５（４７６）３２１１ 

 

（訂正）「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正について 
 
 

平成 21 年 5月 15 日に発表いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」の記載事項に一部訂正があ

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 21 年 5月 15 日に発表いたしました記載内容について、平成 21 年 5月 15 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 

 

１．４ページ目 

「１．経営成績」「(2). 財政状態に関する分析」の①資産、負債及び純資産の状況（ロ）負債 

訂正内容：記載金額等の誤りを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

流動負債は、主にプリント配線板事業の会社分割による分社化及び株式譲渡により支払手形

及び買掛金等が減少し、また短期借入金の返済や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 2,676,945 千円減少し 982,737 千円となりました。 

 固定負債は、プリント配線板事業の会社分割による分社化及び株式譲渡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 372,343 千円減少し 1,090,583 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 3,049,288 千円減少し 2,073,320 千円となりま

した。 

 

＜訂正後＞ 

流動負債は、主にプリント配線板事業の会社分割による分社化及び株式譲渡により支払手形

及び買掛金等が減少し、また短期借入金の返済や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 2,545,465 千円減少し 1,114,217 千円となりました。 

固定負債は、プリント配線板事業の会社分割による分社化及び株式譲渡により退職給付引当

金及びリース資産減損勘定等の減少などにより前連結会計年度末より 503,822 千円減少し

959,103 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 3,049,288 千円減少し 2,073,320 千円となりま

した。 
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２．６ページ目 

「１．経営成績」「(4). 事業等のリスク」の④訴訟リスク 

 訂正内容：記載内容を訂正いたします。 

 

＜訂正前＞ 

④ 訴訟リスク 

 当社グループは、事業活動を行う過程において法令遵守及び十分な品質確保に努めています

が、瑕疵担保責任、製造物責任等に関する訴訟を提起される可能性があり、今後クレーム等に

起因して重大な訴訟等が提起された場合には、顧客からの信頼性低下、損害賠償請求等により、

経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、当連結会計年度末に係争中の重要な訴訟事件は、「６．その他」の「(2)その他」に記

載しております。 

 

＜訂正後＞ 

④ 訴訟の発生 

当社は、損害賠償等請求に関する以下の訴訟の提起を受けました。 

① 当該訴訟の提起があった年月日 平成20年12月26日 

② 当該訴訟を提起した者  

ⅰ （イ） 商号 株式会社村田製作所 

 （ロ）本店所在地 京都府長岡京市東神足１丁目10番１号 

 （ハ）代表者 代表取締役社長 村田 恒夫 

ⅱ （イ） 商号 株式会社小松村田製作所 

 （ロ）本店所在地 石川県小松市光町93番地 

 （ハ）代表者 代表取締役社長 萬代 治文  
③ 訴訟の内容及び損害賠償請求金額 

ⅰ 内容 

当社は平成20年７月１日付けにてプリント配線板事業を会社分割により新設会社株式会社キ

ョウデンファインテックに承継させた上で、新設会社の全株式を株式会社キョウデンに譲渡

し、現在はプリント配線板事業から撤退しております。 

 当該株式譲渡以前に当社が製造・販売したプリント配線板を使用して株式会社村田製作所及

び株式会社小松村田製作所が製造・販売した一部の製品について不具合が発生し、同社らが納

入先から損害賠償請求を受けたことをもって本件訴訟に至った次第であります。 

ⅱ 損害賠償請求金額 

  310,227千円 

当該訴訟事件につきまして、当社といたしましては裁判において当社の正当性を主張して争

っていく方針でありますが、当該訴訟の結果により損害賠償金等を支払わざるを得ない状況に

なった場合は、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。  
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３．１１ページ目 

４．「連結財務諸表」(1)「連結貸借対照表」の負債の部 

訂正内容：記載金額の誤りを訂正いたします。 

 

＜訂正前＞ 

(単位：千円) 

   
 前連結会計年度  

 (平成20年３月31日)  

 当連結会計年度  

 (平成21年３月31日)  

 負債の部  

  流動負債   1,334,796  

   支払手形及び買掛金   764,843  332,676 

   短期借入金   1,334,796  225,000 

   1年内償還予定の社債   500,000  －

   未払金   306,259  85,273 

   未払法人税等   63,743  11,188 

   賞与引当金   103,906  161,491 

   事業整理損失引当金   367,700  －

   受注損失引当金   －  15,991 

   製品補償引当金   －  37,605 

   設備関係支払手形   7,404  －

   その他   211,029  113,512 

   流動負債合計   3,659,683  982,737 

  固定負債  

   長期借入金   689,250  －

   関係会社長期借入金   －  724,000 

   繰延税金負債   35,651  6,141

   退職給付引当金   376,437  49,827 

   役員退職慰労引当金   1,216  3,351 

   長期リース資産減損勘定   355,612  －

   長期未払金   －  304,195 

   その他   4,757  3,066 

   固定負債合計   1,462,926  1,090,583 

  負債合計  5,122,609 2,073,320
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＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

   
 前連結会計年度  

 (平成20年３月31日)  

 当連結会計年度  

 (平成21年３月31日)  

 負債の部  

  流動負債   1,334,796  

   支払手形及び買掛金   764,843  332,676 

   短期借入金   1,334,796  225,000 

   1年内償還予定の社債   500,000  －

   未払金   306,259 216,752

   未払法人税等   63,743  11,188 

   賞与引当金   103,906  161,491 

   事業整理損失引当金   367,700  －

   受注損失引当金   －  15,991 

   製品補償引当金   －  37,605 

   設備関係支払手形   7,404  －

   その他   211,029  113,512 

   流動負債合計   3,659,683  1,114,217

  固定負債  

   長期借入金   689,250  －

   関係会社長期借入金   －  724,000 

   繰延税金負債   35,651  6,141 

   退職給付引当金   376,437  49,827 

   役員退職慰労引当金   1,216  3,351 

   長期リース資産減損勘定   355,612  －

   長期未払金   －  172,716

   その他   4,757  3,066 

   固定負債合計   1,462,926  959,103

  負債合計  5,122,609 2,073,320
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４．３０ページ目 

４．「連結財務諸表」(8)「連結財務諸表に関する注記事項」の（税効果会計関係） 

訂正内容：記載数値等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20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21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 1,721,087千円

  未払事業所税 5,969千円

未払事業税 8,227千円

  貸倒引当金 8,666千円

  賞与引当金 42,948千円

  一括償却資産 918千円

  退職給付引当金 153,136千円

  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

  

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 3,159,224千円

  未払事業所税 2,661千円

  貸倒引当金 17,612千円

  賞与引当金 66,643千円

  一括償却資産 804千円

  退職給付引当金 20,541千円

  役員退職慰労引当金 556千円

有価証券評価損 19,764千円

  会員権評価損 8,118千円

  減損損失 1,134千円

  受注損失引当金 6,561千円

  製品補償引当金 15,429千円

  その他 6,253千円

   繰延税金資産小計 3,326,043千円

  評価性引当金 △3,289,948千円

   繰延税金資産合計 36,095千円

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 6,141千円

   繰延税金負債合計 6,141千円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載

しておりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 41.03%

 （調整） 

 評価性引当金の増減 △38.99%

 交際費等永久に損金に算入されない 

項目 
0.15%

 受取配当金等永久に益金に算入され 

ない項目 
△0.02%

 住民税均等割 △1.48%

 その他 4.51%

 税効果会計適用後の法人税等の負担額 5.19%
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＜訂正後＞ 

(税効果会計関係) 

前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21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 1,721,087千円

  未払事業所税 5,969千円

未払事業税 8,227千円

  貸倒引当金 8,666千円

  賞与引当金 42,948千円

  一括償却資産 918千円

  退職給付引当金 153,136千円

  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

  

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 3,159,224千円

  未払事業所税 2,661千円

  貸倒引当金 17,612千円

  賞与引当金 66,643千円

  一括償却資産 804千円

  退職給付引当金 20,541千円

  役員退職慰労引当金 556千円

有価証券評価損 19,764千円

  会員権評価損 8,118千円

  減損損失 1,134千円

  受注損失引当金 6,561千円

  製品補償引当金 15,429千円

  その他 6,991千円

   繰延税金資産小計 3,326,043千円

  評価性引当金 △3,289,948千円

   繰延税金資産合計 36,095千円

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 6,141千円

   繰延税金負債合計 6,141千円

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載

しておりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 41.03%

 （調整） 

 評価性引当金の増減 △38.99%

 交際費等永久に損金に算入されない 

 項目 
0.15%

 受取配当金等永久に益金に算入され 

 ない項目 
△0.02%

 住民税均等割 1.48%

法人税等還付税額 △0.80%

 その他 1.55%

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 4.39%
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５．３５ページ目 

４．「連結財務諸表」(8)「連結財務諸表に関する注記事項」の（セグメント情報） 

訂正内容：記載金額の誤りを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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 618,684 6,748,620 7,367,304 ― 7,367,304

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
― ― ― ― ―

計 618,684 6,748,620 7,367,304 ― 7,367,304

  営業費用 937,824 6,039,114 6,976,938 29,642  7,006,580

  営業利益又は営業損失（△） △319,139 709,506 390,366 （29,642） 360,723

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
 

資産 ― 2,395,308 2,395,308 ― 2,395,308

減価償却費 8,341 1,836 10,178 1,834 12,012

資本的支出 2,150 7,322 9,472 ― 9,472

 

＜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） 

Ⅰ 売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 618,684 6,748,620 7,367,304 ― 7,367,304

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
― ― ― ― ―

計 618,684 6,748,620 7,367,304 ― 7,367,304

  営業費用 937,824 6,039,114 6,976,938 29,642  7,006,580

  営業利益又は営業損失（△） △319,139 709,506 390,366 （29,642） 360,723

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
 

資産 ― 1,862,838 1,862,838 532,470 2,395,308

減価償却費 8,341 1,836 10,178 1,834 12,012

資本的支出 2,150 7,322 9,472 ― 9,472
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６．３９ページ目 

「５．個別財務諸表」「(1)貸借対照表」の負債の部 

訂正内容：記載金額等の誤りを訂正いたします。 

＜訂正前＞ 

(単位：千円) 

    
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

 負債の部  

  流動負債  

   支払手形  131,932  －

   買掛金   488,453  220,877 

   短期借入金   503,000  －

   関係会社短期借入金   500,000  －

   1年内返済予定の長期借入金   310,796  180,000 

   1年内償還予定の社債   500,000  －

   未払金  283,524  80,138 

   未払費用   50,465  29,014 

   未払法人税等  19,394  8,421 

   未払消費税等   69,927  －

   預り金   3,038  －

   賞与引当金   21,035  88,322 

   前受収益   440  428 

   設備関係支払手形   7,404  －

   事業整理損失引当金   367,700  －

   受注損失引当金   －  15,991 

   製品補償引当金   －  37,605 

   その他   14,688  12,472 

   流動負債合計   3,271,802  673,271 

  固定負債  

   長期借入金   689,250  －

   関係会社長期借入金  －  724,000 

   繰延税金負債   35,651  6,141 

   退職給付引当金   356,110  21,187 

   長期未払金   －  304,195 

   長期リース資産減損勘定   355,612  －

   その他   2,500  2,500 

   固定負債合計   1,439,124  1,058,025 

  負債合計  4,710,927 1,731,296
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＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

    
前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21年３月31日) 

 負債の部  

  流動負債  

   支払手形  131,932  －

   買掛金   488,453  220,877 

   短期借入金   503,000  －

   関係会社短期借入金   500,000  －

   1年内返済予定の長期借入金   310,796 －

   1年内返済予定の関係会社長期借入金 －  180,000 

   1年内償還予定の社債   500,000  －

   未払金  283,524  211,617

   未払費用   50,465  29,014 

   未払法人税等  19,394  8,421 

   未払消費税等   69,927  －

   預り金   3,038  5,878

   賞与引当金   21,035  88,322 

   前受収益   440  428 

   設備関係支払手形   7,404  －

   事業整理損失引当金   367,700  －

   受注損失引当金   －  15,991 

   製品補償引当金   －  37,605 

   その他   14,688  6,593

   流動負債合計   3,271,802  804,750

  固定負債  

   長期借入金   689,250  －

   関係会社長期借入金  －  724,000 

   繰延税金負債   35,651  6,141 

   退職給付引当金   356,110  21,187 

   長期未払金   －  172,716

   長期リース資産減損勘定   355,612  －

   その他   2,500  2,500 

   固定負債合計   1,439,124  926,545

  負債合計  4,710,927 1,731,296
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７．５５ページ目 

「５．個別財務諸表」「(7)個別財務諸表に関する注記事項」の（税効果会計関係） 

訂正内容：記載数値等の誤りを訂正いたします。 

 
＜訂正前＞ 

前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21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 

～省略～ 

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 

～省略～ 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 課税所得が発生していないため、記載しておりませ

ん。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 41.03%

 （調整） 

 評価性引当金の増減 △41.17%

 交際費等永久に損金に算入されない 

 項目 
0.13%

 受取配当金等永久に益金に算入され 

 ない項目 
△0.02%

 住民税均等割 △0.92%

 その他 1.89%

 税効果会計適用後の法人税等の負担額 0.94%
 

 
＜訂正後＞ 

前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21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 

～省略～ 

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 

～省略～ 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 課税所得が発生していないため、記載しておりませ

ん。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 41.03%

 （調整） 

 評価性引当金の増減 △41.17%

 交際費等永久に損金に算入されない 

 項目 
0.13%

 受取配当金等永久に益金に算入され 

 ない項目 
△0.02%

 住民税均等割 0.92%

 その他 0.04%

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.94%
 

 
 

以  上 


