
　

平成27年６月15日

各 位

会 社 名 株式会社アイレックス

代表者名 代表取締役社長 畑 徹

(コード番号 ６９４４ ＪＡＳＤＡＱ)

問合せ先 取締役管理本部長 加藤 哲也

(TEL.03－3245－2011)

(((((訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正訂正・数値データ訂正)))))

「平成「平成「平成「平成「平成2222277777年３月年３月年３月年３月年３月期期期期期 決算短信〔日本基準決算短信〔日本基準決算短信〔日本基準決算短信〔日本基準決算短信〔日本基準〕〕〕〕〕（連結（連結（連結（連結（連結）））））」の一部訂正について」の一部訂正について」の一部訂正について」の一部訂正について」の一部訂正について

平成27年５月14日に発表した「平成27年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の内容に一部訂正がありました

ので、下記のとおりお知らせいたします。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

いたします。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

　

記

１．訂正の理由

平成27年３月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、記載内容の一部に誤りがありました

ので、これを訂正いたします。

なお、今回の訂正による損益への影響はございません。

２．訂正の内容

◆サマリー情報

（参考）個別業績の概要

１．平成27年３月期の個別業績（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

<訂正前>

（２）個別財政状態

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
27年３月期 1,384 107 7.8 3.66

26年３月期 1,367 △17 △1.3 △55.00

<訂正後>

（２）個別財政状態

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
27年３月期 1,384 107 7.8 △50.75

26年３月期 1,367 △17 △1.3 △55.00
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

<訂正前>

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

（省略）

固定資産

有形固定資産

土地 64,185 64,185

その他 39,009 35,261

減価償却累計額 △28,946 △30,253

その他（純額） 10,063 5,007

有形固定資産合計 74,248 69,193

（省略）

<訂正後>

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当連結会計年度
(平成27年３月31日)

（省略）

固定資産

有形固定資産

土地 64,185 64,185

その他 39,009 34,534

減価償却累計額 △28,946 △29,526

その他（純額） 10,063 5,007

有形固定資産合計 74,248 69,193

（省略）
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

<訂正前>

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 74,477 164,242

減価償却費 3,096 4,673

課徴金 - 15,000

事業所閉鎖損失 - 7,565

過年度決算訂正関連費用 116,529 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37 △69

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,037 △4,893

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,346 501

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 33,873 26,868

有形固定資産除却損 - 2,746

受取利息及び受取配当金 △4,582 △4,825

支払利息 3,639 3,895

投資有価証券売却損益（△は益） △4,928 △57,133

売上債権の増減額（△は増加） 199,294 120,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,342 40,876

仕入債務の増減額（△は減少） △69,123 △101,414

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,608 73,337

その他 △25,410 △93,457

小計 282,785 197,917

（省略）
　
<訂正後>

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 74,477 164,242

減価償却費 3,096 4,673

課徴金 - 15,000

事業所閉鎖損失 - 7,565

過年度決算訂正関連費用 116,529 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37 △69

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,037 △4,893

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,346 501

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 33,873 26,868

有形固定資産除却損 - 1,251

受取利息及び受取配当金 △4,582 △4,825

支払利息 3,639 3,895

投資有価証券売却損益（△は益） △4,928 △57,133

売上債権の増減額（△は増加） 199,294 120,003

たな卸資産の増減額（△は増加） △55,342 40,876

仕入債務の増減額（△は減少） △69,123 △101,414

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,608 73,337

その他 △25,410 △91,962

小計 282,785 197,917

　（省略）

以 上
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