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平成２５年６月１０日 

各      位 
会 社 名  株式会社アイレックス 
代表者名  代表取締役 西﨑 義彦 
（ＪＡＳＤＡＱ・コード６９４４） 
問合せ先  
役職・氏名 経理部長 石井 一夫 
電話０３－３２４５－２０１１ 

 

（訂正・数値データ訂正あり） 
「平成25年3月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

当社は、平成25年2月1日付けにて発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせします。ま

た、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信します。 

 

 
記 

 

１．訂正の理由及び経緯 
  当社は、平成25年４月１日付「適切な会計処理が行われていなかった可能性についてのお知らせ」で公表し

ました通り、不適切な会計処理の調査のため、公認会計士を含む親会社調査委員会を設置し、全容解明に取り組

んでまいりました。 

また平成25年５月７日付「第三者委員会の設置に関するお知らせ」で公表しました通り、不適切な会計処理

の調査のため、公認会計士及び弁護士から構成される第三者委員会を設置し、全容解明に取り組んでまいりまし

た。 

加えて本日付「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にてお知らせしました通り、当社は調査報

告書を踏まえ、過年度に公表しました有価証券報告書等及び決算短信等の訂正を行うことといたしました。 

 
２．訂正の内容 

 
訂正箇所は  を付して表示しております。 
 なお、【添付資料】は訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載してお

ります。 
 

 
 

m-miyata
新規スタンプ

m-miyata
新規スタンプ
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【サマリー情報】 
（訂正前） 

                                                           （百万円未満切捨て） 

 
１．平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 
（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 ％

25年3月期第3四半期 2,594 △1.6 122 △47.1 129 △45.9 69 △59.6
24年3月期第3四半期 2,637 △2.9 232 15.9 238 16.1 173 16.4
（注） 包括利益    25年3月期第3四半期76百万円（△56.8％）  24年3月期第3四半期177百万円（15.7％） 

 

 
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

25年3月期第3四半期 2.38 1.38
24年3月期第3四半期 5.89 2.82
 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年3月期第3四半期 1,609 846 43.8 
24年3月期 1,568 769 40.7 
（参考）自己資本    25年3月期第3四半期705百万円       24年3月期638百万円 

 
 
（訂正後） 

                                                           （百万円未満切捨て） 

 
１．平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 
（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 ％

25年3月期第3四半期 2,478 △4.7 △20 － △14 － △73 － 
24年3月期第3四半期 2,601 △4.2 201 0.5 208 1.1 142 △4.3
（注） 包括利益    25年3月期第3四半期△66百万円（－％）  24年3月期第3四半期147百万円（△4.4％） 

 

 
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

25年3月期第3四半期 △2.50 － 
24年3月期第3四半期 4.84 2.32
 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

25年3月期第3四半期 1,397 640 35.8 
24年3月期 1,502 707 38.3 
（参考）自己資本    25年3月期第3四半期499百万円       24年3月期576百万円 
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【添付資料】 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 

 （訂正後） 
①売上高及び営業損失 

当第３四半期連結累計期間における当社グループは、引き続き業務改革、事業構造改革等に注力し、また、

新規ソリューションビジネスの拡大を推進いたしましたが、景気回復が頭打ちとなったことを反映して開発

の見送り等により売上高が急激に減少するなどの影響を受け、売上高は前年同四半期と比べ 122,641 千円

（△4.7％）減少し 2,478,751 千円となりました。また、低価格案件の集中や中途社員の採用の伸び悩みによ

る外注委託の増加等により原価率が悪化し、営業損失は 20,931 千円（前年同四半期は営業利益 201,227 千

円）となりました。 
②経常損失 

営業外損益では、受取配当金や受取賃貸料等の営業外収益が 7,570 千円ありましたが、営業外費用で支払

利息が 978 千円あり、その結果、当第３四半期連結累計期間の経常損失は 14,339 千円（前年同四半期は経

常利益208,140千円）となりました。 
③四半期純損失 

特別損益では、特別利益で投資有価証券売却益が 1,637 千円ありましたが、特別損失で投資有価証券評価

損が 220 千円あり、また、法人税等を 50,858 千円計上したことにより、当第３四半期連結累計期間の四半

期純損失は73,635千円（前年同四半期は四半期純利益142,287千円）となりました。 
 
 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

連結財政状態の分析 
 

 （訂正後） 

（資産） 

流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、仕掛品等が減少し、前連結会計年度末より 128,654 千

円減少し1,006,726千円となりました。 
 固定資産は、無形固定資産の増加等により、前連結会計年度末より23,198千円増加し390,506千円となり

ました。 
 その結果、資産合計は前連結会計年度末より105,455千円減少し1,397,233千円となりました。 

（負債） 

流動負債は、支払手形及び買掛金等が増加いたしましたが、短期借入金、未払法人税等の減少により、前

連結会計年度末より58,141千円減少し620,441千円となりました。 
 固定負債は、退職給付引当金の増加等により19,523千円増加し136,491千円となりました。 
 その結果、負債合計は前連結会計年度末より38,618千円減少し756,933千円となりました。 

（純資産） 
純資産は、一部の保有株式の時価が下落したことによりその他有価証券評価差額金が 2,690 千円減少いた

しましたが、四半期純損失 73,635 千円の計上等により、前連結会計年度末より 66,837 千円減少し 640,300
千円となりました。 
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２．四半期連結財務諸表等 

（１）四半期連結貸借対照表 

 （訂正後） 
（単位：千円）

    
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 252,947 223,466
  受取手形及び売掛金 771,547 673,217
  仕掛品 51,214 41,125
  原材料及び貯蔵品 599 651
  その他 59,072 68,264
  流動資産合計 1,135,380 1,006,726

 固定資産   
  有形固定資産 77,384 77,940
  無形固定資産 31,504 51,474
  投資その他の資産   
   投資有価証券 188,722 189,605
   その他 72,350 74,140
   貸倒引当金 △2,654 △2,654
   投資その他の資産合計 258,418 261,092

  固定資産合計 367,307 390,506

 資産合計 1,502,688 1,397,233

負債の部   
 流動負債   
  支払手形及び買掛金 234,012 248,847
  短期借入金 241,798 202,805
  未払法人税等 41,434 21,174
  賞与引当金 70,504 37,676
  その他 90,834 109,938
  流動負債合計 678,582 620,441

 固定負債   
  退職給付引当金 96,343 113,942
  その他の引当金 8,059 8,948
  その他 12,564 13,600
  固定負債合計 116,968 136,491

 負債合計 795,551 756,933

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 80,000 80,000
  資本剰余金 35,710 35,710
  利益剰余金 433,878 360,243
  自己株式 △653 △789
  株主資本合計 548,935 475,163

 その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 27,161 24,470
  その他の包括利益累計額合計 27,161 24,470

 少数株主持分 131,040 140,665
 純資産合計 707,137 640,300

負債純資産合計 1,502,688 1,397,233
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

 （訂正後） 
（単位：千円）

  前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,601,392 2,478,751

売上原価 2,078,841 2,217,820

売上総利益 522,550 260,931

販売費及び一般管理費   
 販売費 2,679 4,825
 一般管理費 318,643 277,037
 販売費及び一般管理費合計 321,323 281,863

営業利益又は営業損失（△） 201,227 △20,931

営業外収益   
 受取利息 50 35
 受取配当金 4,295 3,740
 受取賃貸料 3,771 3,771
 その他 1,638 23
 営業外収益合計 9,756 7,570

営業外費用   
 支払利息 2,562 978
 その他 281 －
 営業外費用合計 2,843 978

経常利益又は経常損失（△） 208,140 △14,339

特別利益   
 投資有価証券売却益 882 1,637
 特別利益合計 882 1,637

特別損失   
 投資有価証券評価損 10,915 220
 特別損失合計 10,915 220

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損
失（△） 

198,107 △12,921

法人税等 45,261 50,858

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整
前四半期純損失（△） 

152,846 △63,779

少数株主利益 10,559 9,855

四半期純利益又は四半期純損失（△） 142,287 △73,635
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四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

 （訂正後） 
(単位：千円)

  前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整
前四半期純損失（△） 

152,846 △63,779

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 △5,824 △2,920
 その他の包括利益合計 △5,824 △2,920

四半期包括利益 147,021 △66,700

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 136,530 △76,325
 少数株主に係る四半期包括利益 10,491 9,625
    

 

以 上 

 


