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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

決算年月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月

売上高 （百万円） 25,855 26,006 28,156 32,389 36,976

経常利益 （百万円） 2,915 3,462 3,970 5,080 6,553

当期純利益 （百万円） 2,132 2,254 2,406 2,974 4,043

包括利益 （百万円） － 2,497 2,380 3,561 4,227

純資産額 （百万円） 21,186 22,759 20,763 23,472 26,605

総資産額 （百万円） 29,846 31,814 29,772 33,032 37,621

１株当たり純資産額 （円） 385.95 415.93 438.38 495.57 561.73

１株当たり当期純利益金額 （円） 38.85 41.16 44.74 62.79 85.38

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 71.0 71.5 69.7 71.1 70.7

自己資本利益率 （％） 10.3 10.3 11.1 13.4 16.2

株価収益率 （倍） 7.6 8.0 9.7 13.9 21.6

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 3,598 4,019 3,803 3,937 4,154

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 130 138 △425 570 △430

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △1,053 △996 △4,458 △920 △1,116

現金及び現金同等物の期末

残高
（百万円） 6,747 9,874 8,784 12,540 15,166

従業員数 （人） 1,002 1,000 1,003 1,054 1,105

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

決算年月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月

営業収益 （百万円） 2,249 2,478 2,263 2,204 2,548

経常利益 （百万円） 1,886 2,031 1,879 1,776 2,127

当期純利益 （百万円） 1,806 1,979 1,796 1,762 2,092

資本金 （百万円） 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

発行済株式総数 （千株） 56,590 56,590 56,590 56,590 56,590

純資産額 （百万円） 21,413 22,658 20,120 21,157 22,322

総資産額 （百万円） 23,858 23,806 23,224 23,337 23,619

１株当たり純資産額 （円） 390.09 414.09 424.79 446.69 471.30

１株当たり配当額

（円）

16.00 16.00 16.00 20.00 24.00

（うち１株当たり中間配当

額）
（8.00） （8.00） （8.00） （10.00） （12.00）

１株当たり当期純利益金額 （円） 32.91 36.15 33.39 37.21 44.18

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 89.8 95.2 86.6 90.7 94.5

自己資本利益率 （％） 8.6 9.0 8.4 8.5 9.6

株価収益率 （倍） 9.0 9.1 12.9 23.5 41.7

配当性向 （％） 48.6 44.3 47.9 53.8 54.3

従業員数 （人） 17 35 33 29 32

（注）１．営業収益には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
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２【沿革】

平成18年12月 株式会社ドッドウエル　ビー・エム・エス及びグラフテック株式会社が、株主総会及び関係官庁の

承認を前提として、株式移転により共同で持株会社（当社）を設立し、株式移転計画を作成するこ

とにつき取締役会で決議し、同計画書を締結。

平成19年２月 株式会社ドッドウエル　ビー・エム・エス及びグラフテック株式会社の株主総会において、両社が

共同で株式移転の方法により当社を設立し、両社が完全子会社となることについて承認決議。

平成19年４月 当社設立。

 東京証券取引所市場第一部へ株式上場。

平成19年７月 株式会社ＵＳＴＡＧＥの株式66.7％を第三者割当増資の引受けにより取得し、当社の子会社とす

る。

平成20年６月 株式会社ユー・エス・ケーの株式44.4％を第三者割当増資の引受けにより取得し、当社の関係会社

とする。

平成20年７月 株式会社ニューロンの株式100％を取得し、当社の子会社とする。また、株式会社ニューロンの

100％子会社であるNEURON ELECTRONICS INC.についても当社の子会社とする。

平成21年１月 株式会社塩見設計の株式100％を取得し、当社の子会社とする。

平成21年２月 株式会社塩見設計が構造設計、耐震診断・補強設計及び建築設計事業を譲受け、設計事業を開始。

平成21年７月 あいエンジニアリング株式会社を設立。

平成21年９月 Silhouette America, Inc.を設立。

平成22年７月 株式会社塩見設計が商号を株式会社あい設計に変更。

平成25年２月 株式会社ディーマテリアルが商号を環境ソリューションズ株式会社に変更。

平成25年３月 GRAPHTEC LATIN AMERICA SAを設立。

平成25年６月 グラフテック　ヨーロッパ B.V.を解散。

平成26年６月 Graphtec Digital Solutions, Inc.を設立。
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３【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（あいホールディングス株式会社）と当社の子会社16社（連結子

会社14社、非連結子会社２社）及び当社の持分法適用関連会社１社により構成されており、セキュリティ機器、カード

機器及びその他事務用機器、保守サービス、情報機器、計測機器及び環境試験装置、設計事業、リース及び割賦事業を

主たる業務としております。

純粋持株会社である当社は、グループ会社各社の経営指導等を行っております。

なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第２項に規定する特定上場会社等に該当しており、

これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなり

ます。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。なお、次の事業区

分は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等（１）連結財務諸表　注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一で

あります。

区　　分 主要業務 主要な会社

セキュリティ機器
セキュリティシステム機器の開発・製造及び

販売

株式会社ドッドウエル　ビー・エム・エス

あいエンジニアリング株式会社

カード機器及びその他

事務用機器

カード発行機器（病院向けカードシステム、

金融向けカードシステム）及びその他事務用

機器の開発・製造及び販売

株式会社ドッドウエル　ビー・エム・エス

あいエンジニアリング株式会社

株式会社プロメック

保守サービス
セキュリティ機器、カード機器等の保守サー

ビス
株式会社ドッドウエル　ビー・エム・エス

情報機器
プロッタやスキャナ等のコンピュータ周辺機

器の開発・製造及び販売、保守サービス等

グラフテック株式会社

Graphtec Digital Solutions, Inc.

グラフテック　アメリカ　インク

Silhouette America, Inc.

GRAPHTEC LATIN AMERICA SA

計測機器及び環境試験

装置

計測機器及び環境試験装置の開発・製造及び

販売等

グラフテック株式会社

グラフテック　アメリカ　インク

設計事業
構造設計、耐震診断を主体とした建築設計事

業等

株式会社あい設計

中央設計株式会社

株式会社田辺設計

リース及び割賦事業 リース及び割賦の仲介業務 株式会社ビーエム総合リース

その他
カードリーダの製造・販売及びソフトウェア

の開発・販売等

株式会社ニューロン

NEURON ELECTRONICS INC.

株式会社ＵＳＴＡＧＥ

杜の公園ゴルフクラブ株式会社

（注）平成26年６月にGraphtec Digital Solutions, Inc.を設立いたしました。
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[事業系統図]

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金

又は出資金
（百万円）

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱ドッドウエル　ビー・

エム・エス

（注）３，４

東京都中央区 2,992

セキュリティ機器、カード

機器及びその他事務用機

器、保守サービス

100.0

経営管理等に関する基

本契約を締結しており

ます。

事業所スペースを当社

に賃貸しております。

役員の兼任等あり。

グラフテック㈱

（注）３，５
横浜市戸塚区 3,000

情報機器、計測機器及び環

境試験装置
100.0

経営管理等に関する基

本契約を締結しており

ます。

事業所スペースを当社

に賃貸しております。

役員の兼任等あり。

㈱あい設計

（注）３，８
広島市東区 45 設計事業 100.0

経営管理等に関する基

本契約を締結しており

ます。

役員の兼任等あり。

あいエンジニアリング㈱ 横浜市戸塚区 50
セキュリティ機器、カード

機器及びその他事務用機器
100.0

経営管理等に関する基

本契約を締結しており

ます。

役員の兼任あり。

㈱ニューロン 横浜市戸塚区 50 その他
100.0

(10.0)

経営管理等に関する基

本契約を締結しており

ます。

役員の兼任あり。

㈱ＵＳＴＡＧＥ 横浜市戸塚区 48 その他 66.7 役員の兼任あり。

㈱ビーエム総合リース

（注）３，７
東京都中央区 21 リース及び割賦事業

100.0

(100.0)
役員の兼任あり。

㈱プロメック 大阪府寝屋川市 130
カード機器及びその他事務

用機器

99.9

(99.9)
役員の兼任あり。

中央設計㈱ 山口県山口市 10 設計事業
100.0

(100.0)
 

㈱田辺設計 横浜市中区 10 設計事業
100.0

(100.0)
 

グラフテック　アメリ

カ　インク

アメリカ

カリフォルニア

州

1,675

(千米ドル)

情報機器、計測機器及び環

境試験装置

100.0

(100.0)
 

Silhouette America,

Inc.

（注）３，６

アメリカ

ユタ州

500

(千米ドル)
情報機器

100.0

(100.0)
 

GRAPHTEC LATIN AMERICA

SA

ウルグアイ

モンテビデオ

20

(千ウルグ

アイペソ)

情報機器
100.0

(100.0)
 

NEURON ELECTRONICS

INC.

アメリカ

カリフォルニア

州

50

(千米ドル)
その他

100.0

(100.0)
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名称 住所
資本金

又は出資金
（百万円）

主要な事業の
内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

(持分法適用関連会社)      

杜の公園ゴルフクラブ㈱ 東京都中央区 70 その他
39.4

(39.4)
役員の兼任あり。

（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２．議決権の所有割合欄の（内書）は間接所有割合であります。

３．特定子会社に該当しております。

４．㈱ドッドウエル　ビー・エム・エスについては、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えておりま

す。

主要な損益情報等

(1）売上高 14,216百万円

(2）経常利益 3,844百万円

(3）当期純利益 2,328百万円

(4）純資産額 10,736百万円

(5）総資産額 16,173百万円

５．グラフテック㈱については、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

(1）売上高 7,322百万円

(2）経常利益 306百万円

(3）当期純利益 261百万円

(4）純資産額 7,079百万円

(5）総資産額 8,637百万円

６．Silhouette America, Inc.については、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

(1）売上高 5,064百万円

(2）経常利益 882百万円

(3）当期純利益 882百万円

(4）純資産額 1,612百万円

(5）総資産額 2,131百万円

７．㈱ビーエム総合リースについては、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

(1）売上高 4,483百万円

(2）経常利益 106百万円

(3）当期純利益 74百万円

(4）純資産額 422百万円

(5）総資産額 4,247百万円

８．㈱あい設計については、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等

(1）売上高 4,558百万円

(2）経常利益 759百万円

(3）当期純利益 432百万円

(4）純資産額 1,893百万円

(5）総資産額 3,039百万円
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成26年６月30日現在
 

セグメントの名称 従業員数（人）

セキュリティ機器 245

カード機器及びその他事務用機器 98

保守サービス 145

情報機器 197

計測機器及び環境試験装置 72

設計事業 304

リース・割賦事業 3

報告セグメント計 1,064

その他 9

全社（共通） 32

合計 1,105

（注）１．従業員数は就業人員で記載しております。

２．全社（共通）の従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

(2）提出会社の状況

平成26年６月30日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

32 45.6 15.4 5,170,043

 

セグメントの名称 従業員数（人）

全社（共通） 32

合計 32

（注）１．従業員数は就業人員で記載しております。

２．平均勤続年数は、出向受入者の当社グループ内での勤続年数を加算しております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3）労働組合の状況

連結子会社であるグラフテック株式会社の労働組合は、グラフテック従業員組合と称し、上部団体の全日本電機・

電子・情報関連産業労働組合連合会に加盟しております。なお、争議等特記すべき事項は一切なく、労使関係は相互

信頼により安定的に維持されております。

提出会社及びその他の子会社においては、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

①　全般的概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府及び日銀による積極的な経済政策や金融緩和等を背景とした内需の

回復、企業収益の改善による景気回復の兆しが見られるものの、欧米諸国における財政問題や中国及び新興国の経

済成長の鈍化等により、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような経済環境のもと、当社グループにおいては環境変化に機動的に即応し、効率性や採算性を考慮した社

内体制の強化・整備を図り、利益重視の経営を推進いたしました。

この結果、当連結会計年度の売上高は、369億７千６百万円（前年同期比14.2％増）となりました。利益面につ

きましては、営業利益は63億９千９百万円（前年同期比28.6％増）、経常利益は65億５千３百万円（前年同期比

29.0％増）、当期純利益は40億４千３百万円（前年同期比36.0％増）となりました。

 

②　セグメントの状況

（セキュリティ機器）

セキュリティ機器につきましては、マンション向けセキュリティシステムの販売が、新規・リプレースとも、引

き続き順調に推移したこと等により、売上高は91億１千７百万円（前年同期比18.2％増）、セグメント利益は27億

２千７百万円（前年同期比19.0％増）となりました。

（カード機器及びその他事務用機器）

カード機器及びその他事務用機器につきましては、カード即時発行機の販売が順調に推移したこと等により、売

上高は33億６千４百万円（前年同期比35.2％増）、セグメント利益は９億４千６百万円（前年同期比66.0％増）と

なりました。

（保守サービス）

保守サービスにつきましては、売上高は17億８百万円（前年同期比3.2％増）、セグメント利益は１億７千３百

万円（前年同期比50.4％増）となりました。

（情報機器）

情報機器につきましては、新商品が販売に寄与したことやコンシューマ向け小型カッティングマシンの販売が好

調に推移したこと等により、売上高は104億４千３百万円（前年同期比30.4％増）、セグメント利益は10億９千１

百万円（前年同期比34.8％増）となりました。

（計測機器及び環境試験装置）

計測機器及び環境試験装置につきましては、計測機器の主力商品であるデータロガーの販売が順調に推移したこ

とや環境試験装置の受注増加等により、売上高は23億６百万円（前年同期比21.1％増）、セグメント利益は３億１

千５百万円（前年同期比59.2％増）となりました。

（設計事業）

設計事業につきましては、耐震診断等の受注増加により、売上高は48億４千５百万円（前年同期比4.9％増）、

セグメント利益は７億７千１百万円（前年同期比7.9％増）となりました。

（リース及び割賦事業）

リース及び割賦事業につきましては、売上高は44億５千５百万円（前年同期比17.0％減）、セグメント利益は１

億１千６百万円（前年同期比3.4％増）となりました。

（その他）

その他につきましては、売上高は７億３千３百万円（前年同期比15.1％増）、セグメント利益は９千１百万円

（前年同期比69.2％増）となりました。
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(2）キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、151億６千６百万円となり、

前連結会計年度末に比べて26億２千５百万円増加しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は41億５千４百万円（前連結会計年度は39億３千７百万円の収入）となりました。

これは主に、税金等調整前当期純利益65億９千５百万円、仕入債務の増加額７億９千７百万円、減価償却費４億６

百万円等の収入に対し、売上債権の増加額８億９千３百万円、たな卸資産の増加額６億３千万円、法人税等の支払

額23億１千５百万円等の支出があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は４億３千万円（前連結会計年度は５億７千万円の収入）となりました。これは主

に、貸付金の回収による収入４億１千８百万円、投資有価証券の売却による収入１億３千３百万円等の収入に対

し、貸付けによる支出４億７千３百万円、投資有価証券の取得による支出２億７千２百万円、有形固定資産の取得

による支出１億９千８百万円等の支出があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は11億１千６百万円（前連結会計年度は９億２千万円の支出）となりました。これ

は主に、配当金の支払額10億４千２百万円等の支出があったことによるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

カード機器及びその他事務用機器 365 135.3

情報機器 2,993 94.5

計測機器及び環境試験装置 2,063 107.8

設計事業 4,845 104.9

報告セグメント計 10,267 103.0

その他 516 100.9

合計 10,783 102.9

（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．金額には、標準品の外部生産高を含めております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

当連結会計年度の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

セキュリティ機器 2,053 138.1

カード機器及びその他事務用機器 1,436 132.9

保守サービス 356 114.0

情報機器 3,885 121.0

計測機器及び環境試験装置 62 74.8

報告セグメント計 7,794 126.2

その他 344 93.9

合計 8,139 124.4

（注）１．金額は仕入価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

設計事業 5,024 112.3 2,736 105.5

（注）１．金額は契約価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(4）販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％）

セキュリティ機器 9,117 118.2

カード機器及びその他事務用機器 3,364 135.2

保守サービス 1,708 103.2

情報機器 10,443 130.4

計測機器及び環境試験装置 2,306 121.1

設計事業 4,845 104.9

リース及び割賦事業 4,455 83.0

報告セグメント計 36,241 114.1

その他 733 115.1

調整額 1 171.4

合計 36,976 114.2

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

相手先

前連結会計年度
（自 平成24年７月１日
至 平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自 平成25年７月１日
至 平成26年６月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

三菱ＵＦＪリース株式会社 5,815 18.0 7,051 19.1

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

当社グループは、セキュリティ機器、カード機器及びその他事務用機器、情報機器、設計事業等、多岐にわたる事

業活動を展開しており、それぞれの事業分野ごとに課題を抱えております。

グループの中核事業となっておりますセキュリティ機器につきましては、ネットワークやクラウドに対応したシス

テム構築商品の販売強化及び導入利用目的の多様化に伴う提案営業力の強化並びに商品力の強化が課題となっており

ます。

カード機器及びその他事務用機器につきましては、他社との業務提携により定着しつつある金融・流通向けカード

即時発行の市場拡大に注力するとともに、カード集中発行市場のシェア拡大を推し進め、金融・流通関連ビジネスに

おける国内外の事業拡大を推進する事が課題となっております。

情報機器につきましては、業務用の商品が既に成熟しているものの、拡大が期待できる欧州圏及びアジア圏での市

場拡大を推進するとともに、北米市場を中心に販売が好調に推移しているホビー市場に特定した小型カッティングマ

シンの一層の拡大、そして、特定市場向けの第２弾として５月に発表したラベルプリンタ事業の早期立ち上げが課題

となっております。

設計事業につきましては、耐震診断や耐震構造設計に加え、公官庁・民間の新築分野への拡大に力を入れて取り組

むとともに、自社の強みを生かした営業体制及び技術体制の更なる強化を図ることが課題となっております。

当社グループは、業績の拡大と収益力の向上のため、こうしたそれぞれの事業体質をより強固にする課題解決のた

めの施策を迅速に立案、実施する一方、ホールディングカンパニーとしての特長を活かしながら、内部統制機能の見

直しと充実を図ることにより、コンプライアンス体制の一層の強化も図ってまいります。
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４【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末（平成26年６

月30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）Ｍ＆Ａについて

当社グループは、事業の拡大を図る手段として、Ｍ＆Ａを経営の重要課題として位置づけております。Ｍ＆Ａを行

う際は、国内外を問わず、その対象企業の財務内容や契約関係について綿密なデューデリジェンスを行うことによ

り、買収によるリスクを極力回避することが必要と理解しております。しかし、買収先企業が価値算定時に期待した

利益を計上できない場合や、Ｍ＆Ａ時に検出できなかった偶発債務や未認識債務等が顕在化した場合には、当社グ

ループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

(2）証券投資について

当社グループは、業務提携を目的に相手先企業の株式取得を行っておりますが、株式市場の変化や対象企業を取り

巻く事業環境の変化により、株価の変動が起こり、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性がありま

す。

(3）経済状況及び為替変動について

当社グループは、国内及び海外への積極的な販売活動を行っております。また、一部製品においては海外メーカー

より輸入供給を受けております。そのため、当社グループの製品を販売又は購入している国や地域の経済状況の変動

及び為替変動により、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

また、このような背景の中、為替変動リスクヘッジのための為替予約を行っておりますが、急激な為替変動によ

り、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

(4）リース・割賦債権について

当社グループのリース・割賦関連事業においては、徹底した与信管理を行っておりますが、長期にわたりお客様か

ら債権を回収するビジネスモデルとなっており、景気変動等により貸倒れ等が発生し、当社グループの業績及び財務

状況に影響を与える可能性があります。

(5）外部生産委託及び購入製品について

当社グループは、主要事業において、製品の生産を外部製造業者に委託、並びに製品の購入を行っております。外

部製造業者や購買業者とは密接な関係を保ち、安定的な製品の調達に努めておりますが、需要急増による製品納入の

遅れ、製品の欠陥といった品質上の問題、地震等の災害が発生した場合等、製品の調達に重大な支障をきたした場合

には、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

(6）製品の需要変動について

当社グループは、市場動向を注視し、需給の変動に合わせた製品の生産及び購入を行い、急激な変動への対応と余

剰在庫の発生を抑制するよう努めておりますが、経済状況や市場動向の急激な変化により当社グループ製品の需要が

予想を大幅に下回る事態となった場合には、製品等が余剰となり、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える

可能性があります。

(7）法的規制について

当社グループの設計事業においては、建築物・構造物における構造設計と意匠設計を中心としております。設計事

業に従事する当社グループの従業員のうち、一級建築士は国土交通大臣、二級建築士は都道府県知事よりそれぞれ免

許を受けております。また、第三者の求めに応じ報酬を得て、建築設計業務を行うにあたっては、建築士法に基づく

建築事務所登録をする必要があり、設計事業を営む子会社は全支社を一級建築士事務所として都道府県へ登録を行っ

ております。更に当該業界は、建築士法、建築基準法、建築基準法施行令、消防法、都市計画法、都市計画施行令、

建築物の耐震改修の促進に関する法律等により、直接的、間接的に法的規制を受けております。以上の法的規制がよ

り厳しいものとなった場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

(8）訴訟・係争等について

当社グループは、国内及び海外で様々な事業活動を行っており、事業活動を推進して行くうえで、国内外で訴えや

損害賠償請求を受けたり、その他の係争の対象となることがあります。これらの訴訟・係争等が発生した場合、その

動向及び結果によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

６【研究開発活動】

当連結会計年度における各セグメント別の研究成果及び研究開発費は次のとおりであります。

なお、当連結会計年度の研究開発費については、総額で９億９千１百万円となっております。

(1）セキュリティ機器

セキュリティ機器については、監視カメラの画像処理に関する研究開発を行っております。当セグメントにおける

研究開発費は５千８百万円であります。

(2）カード機器及びその他事務用機器

カード機器及びその他事務用機器については、医療機関及び金融機関向けのカード発行機に関する研究開発を行っ

ております。当セグメントにおける研究開発費は１億５千１百万円であります。

(3）情報機器

情報機器については、主力製品である業務用カッティングプロッタ及びコンシューマ向け小型カッティングマシ

ン、スキャナ等の研究開発を行っております。当連結会計年度においては、次期新製品のラベルプリンタやカッティ

ングプロッタ等の研究開発を行いました。なお、当セグメントにおける研究開発費は６億４千万円であります。

(4）計測機器及び環境試験装置

計測機器及び環境試験装置については、計測機器（各種レコーダ製品、レーザドップラ振動計製品等）及び環境試

験装置の研究開発を行っております。当連結会計年度においては、次期新製品についての研究開発を行いました。な

お、当セグメントにおける研究開発費は１億３千５百万円であります。

(5）その他

その他については、カードリーダに関する研究開発を行っております。当セグメントにおける研究開発費は５百万

円であります。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてお

ります。この連結財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５　経理の状況　１　連結財務

諸表等（１）連結財務諸表　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されているとおりでありま

す。

(2）当連結会計年度の経営成績の分析

①　売上高

当連結会計年度の売上高は、セキュリティ機器においてマンション・法人向けともに販売が順調に推移したこと

や、情報機器においてコンシューマ向け小型カッティングマシンの販売が好調に推移したこと、また、リース及び

割賦事業等により、369億７千６百万円（前年同期比114.2％）となりました。

②　経常利益

当連結会計年度の営業利益は、効率性や採算性を考慮した社内体制の見直しによるコストダウンや経費削減に取

り組んだこと等により、63億９千９百万円（前年同期比128.6％）となりました。また、経常利益は、営業外収益

として受取賃貸料５千１百万円、受取配当金５千万円、為替差益４千６百万円を計上したこと、営業外費用として

貸倒引当金繰入額１千４百万円を計上したこと等により、65億５千３百万円（前年同期比129.0％）となりまし

た。

③　当期純利益

当連結会計年度の当期純利益は、特別利益として投資有価証券売却益４千３百万円を計上したこと等により、40

億４千３百万円（前年同期比136.0％）となりました。
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(3）当連結会計年度の財政状態の分析

①　資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて45億８千８百万円増加し、376億２千１百万円

となりました。主な要因は、流動資産における現金及び預金26億３千４百万円増加、受取手形及び売掛金９億１千

４百万円増加、商品及び製品７億３千３百万円増加、無形固定資産におけるのれん１億６千９百万円減少、投資そ

の他の資産における投資有価証券４億３千９百万円増加等であります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて14億５千５百万円増加し、110億１千５百万円となりました。

主な要因は、流動負債における支払手形及び買掛金８億２千１百万円増加、未払法人税等１億９千６百万円増加、

固定負債におけるリース債務１億８千３百万円増加、退職給付引当金９億２千万円減少、退職給付に係る負債10億

６千８百万円増加等であります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて31億３千３百万円増加し、266億５百万円となりました。主

な要因は、当期純利益40億４千３百万円を計上したこと、配当金10億４千２百万円の支払、その他有価証券評価差

額金１億３千２百万円増加等であります。この結果、自己資本比率は70.7％となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況につきましては、「第２　事業の状況　１．業績等の概要　(2）キャッシュ・フロー

の状況」に記載のとおりであります。また、キャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。

キャッシュ・フロー関連指標の推移

 
平成22年
６月期

平成23年
６月期

平成24年
６月期

平成25年
６月期

平成26年
６月期

自己資本比率（％） 71.0 71.5 69.7 71.1 70.7

時価ベースの自己資本比率（％） 54.4 56.4 68.7 125.3 232.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 448.3 634.5 720.7 846.7 887.2

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．いずれも連結ベースの財務指標により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末株式数（自己株式控除後）により算出しております。

３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

４．有利子負債は連結貸借対照表上に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。

EDINET提出書類

あいホールディングス株式会社(E03006)

有価証券報告書

17/79



第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度中における設備投資の総額は５億３千８百万円、その主なものは、情報機器の新製品に係る生産設備

及び金型、また、営業用車両の入替えによるリース資産等に係るものであります。

２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

平成26年６月30日現在

事業所名
（所在地）

セグメントの名称 設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

機械装置及
び運搬具

土地
（面積㎡）

リース資産 その他 合計

本社事務所

（東京都中央区）
全社 統括業務施設 － － － － 3 3 32

（注）帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。

(2）国内子会社

平成26年６月30日現在

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

機械装置及
び運搬具

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

㈱ドッドウエル　

ビー・エム・エス

本社事務所

(東京都中央区)

セキュリティ

機器

カード機器及

びその他事務

用機器

保守サービス

統括業務施

設及び営業

施設

142 0
424

(379.53)
23 18 609 118

大阪支店他

31拠点

(大阪市中央区他)

セキュリティ

機器

カード機器及

びその他事務

用機器

保守サービス

営業施設 0 0 - 189 10 199 333

グラフテック㈱

本社事務所

(横浜市戸塚区)

情報機器

計測機器及び

環境試験装置

統括業務施

設及び生産

施設他

939 0
2,588

(4,668.75)
40 10 3,578 161

藤沢事業所

(神奈川県藤沢市)

計測機器及び

環境試験装置
生産設備他 25 0

151

(1,476.64)
4 0 182 16

戸塚事業所

(横浜市戸塚区)

情報機器

計測機器及び

環境試験装置

倉庫設備 143 0
557

(6,254.06)
2 11 715 10

㈱あい設計

本社事務所

(広島市東区)
設計事業

統括業務施

設及び営業

施設

6 - - 40 4 51 70

東京支社他

19拠点

(東京都江東区他)

設計事業 営業施設 68 -
12

(694.20)
24 3 108 215

㈱プロメック
本社事務所

(大阪府寝屋川市)

カード機器及

びその他事務

用機器

生産設備 19 0
553

(1,844.62)
2 0 576 5

（注）帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び金型の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれてお

りません。
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(3）在外子会社

平成26年６月30日

会社名
事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

機械装置及
び運搬具

土地
(面積㎡)

リース資産 その他 合計

グラフテック

アメリカ　インク

本社事務所

(米国 カリフォル

ニア州)

情報機器

計測機器及び

環境試験装置

営業施設 8 6 － － 13 28 31

Silhouette

America,Inc.

本社事務所

(米国　ユタ州)
情報機器 営業施設 0 25 － － 116 141 27

（注）帳簿価額のうち「その他」は、工具器具備品及び金型の合計であります。なお、金額には消費税等は含まれてお

りません。

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

特記すべき事項はありません。

(2）重要な設備の除却等

特記すべき事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 220,000,000

計 220,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年９月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 56,590,410 56,590,410
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 56,590,410 56,590,410 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

記載事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成19年９月28日（注） － 56,590,410 － 5,000 45 1,045

（注）資本準備金の増加は配当額の10分の１を積み立てたものであります。

（６）【所有者別状況】

平成26年６月30日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数(人) － 33 40 105 160 6 7,680 8,024 －

所有株式数
（単元）

－ 160,309 4,053 13,537 102,934 129 284,505 565,467 43,710

所有株式数
の割合(％)

－ 28.35 0.72 2.39 18.20 0.02 50.32 100.00 －

（注）１．自己株式9,226,814株は「個人その他」に92,268単元及び「単元未満株式の状況」に14株を含めて記載して

おります。

２．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、12単元含まれております。
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（７）【大株主の状況】

  平成26年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

佐々木　秀吉 東京都文京区 110,055 19.44

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 59,824 10.57

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 30,952 5.46

ＳＳＢＴ ＯＤ05 ＯＭＮＩＢＵＳ

ＡＣＣＯＵＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ

ＣＬＩＥＮＴＳ

（常任代理人　香港上海銀行東京支

店）

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000

AUSTRARIA

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

13,857 2.44

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－12　晴海ト

リトンスクエアタワーＺ
9,267 1.63

あいホールディングス社員持株会 東京都中央区日本橋久松町12－８ 8,478 1.49

第一生命保険株式会社

（常任代理人　資産管理サービス信

託銀行株式会社）

東京都千代田区有楽町１丁目13－１

（東京都中央区晴海１丁目８－12　晴海

アイランドトリトンスクエアオフィスタ

ワーＺ棟）

7,600 1.34

野村信託銀行株式会社（退職給付信

託・三菱ＵＦＪ信託銀行口）
東京都千代田区大手町２丁目２－２ 6,400 1.13

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２番１号 6,029 1.06

ザ　チェース　マンハッタン　バン

ク　エヌエイ　ロンドン　エス　エ

ル　オムニバス　アカウント

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決裁営業部）

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET

LONDON EC2P 2HD, ENGLAND

（東京都中央区月島４丁目16－13）

5,918 1.04

計 ― 258,381 45.65

（注）１．上記のほか、自己株式が92,268百株あります。

２．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 59,824百株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 30,952百株

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 9,267百株

野村信託銀行株式会社（退職給付信託・三菱ＵＦＪ信託銀行口） 6,400百株
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 9,226,800 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 47,319,900 473,199 ―

単元未満株式 普通株式 43,710 ― ―

発行済株式総数 56,590,410 ― ―

総株主の議決権 ― 473,199 ―

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株が含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数12個が含まれております。

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

あいホールディングス

株式会社

東京都中央区日本

橋久松町12番８号
9,226,800 － 9,226,800 16.30

計 ― 9,226,800 － 9,226,800 16.30

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式 968 1

当期間における取得自己株式 156 0

（注）当期間における取得自己株式には、平成26年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

株式数（株）
処分価額の総額
（百万円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他

（単元未満株式の売渡請求による売渡）
－ － － －

保有自己株式数 9,226,814 ― 9,226,970 ―

（注）１．当期間における処理自己株式数には、平成26年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の売渡による株式数は含まれておりません。

２．当期間における保有自己株式数には、平成26年９月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。

EDINET提出書類

あいホールディングス株式会社(E03006)

有価証券報告書

23/79



３【配当政策】

当社は、配当につきましては、業績及び配当性向等を総合的に勘案して、株主の皆さまのご期待にお応えしてまいり

たいと考えております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決

定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

内部留保資金につきましては、将来にわたる株主の利益を確保するため、積極的な事業展開の推進、企業体質の一層

の強化を図るための投資に充当いたしたく存じます。

当期の配当につきましては、１株当たりの期末配当金を12円とし、１株当たりの中間配当金12円とあわせ年間配当は

１株当たり24円といたしました。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定め

ております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

平成26年２月14日

取締役会決議
568 12

平成26年９月26日

定時株主総会決議
568 12

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期

決算年月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成26年６月

最高（円） 373 358 531 1,109 1,914

最低（円） 262 262 300 419 810

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成26年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 1,460 1,695 1,914 1,838 1,819 1,849

最低（円） 1,289 1,264 1,586 1,509 1,522 1,655

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（百株）

取締役会長

（代表取締役）

最高経営責任者

（ＣＥＯ）
佐々木　秀吉 昭和31年９月25日生

昭和57年５月 東洋ホーム株式会社代表取締役

(注）3 110,055

平成５年５月 株式会社ドッドウエル　ビー・

エム・エス取締役

平成６年６月 同社代表取締役社長（現任）

平成７年５月 株式会社ビーエム総合リース代

表取締役社長（現任）

平成12年12月 株式会社プロメック代表取締役

会長（現任）

平成19年４月 当社代表取締役会長最高経営責

任者（ＣＥＯ）（現任）

平成21年２月 株式会社あい設計代表取締役会

長（現任）

平成21年６月 株式会社ニューロン代表取締役

社長（現任）

平成21年７月 グラフテック株式会社代表取締

役社長（現任）

平成21年７月 あいエンジニアリング株式会社

代表取締役会長（現任）

取締役社長

（代表取締役）
－ 大島　昭彦 昭和22年５月27日生

昭和49年４月 全国中小企業団体中央会（通産

省所管法人）

(注）3 801

平成６年６月 株式会社ドッドウエル　ビー・

エム・エス取締役（現任）

平成７年８月 同社取締役社長室長

平成９年10月 同社取締役管理本部長

平成10年９月 株式会社ビーエム総合リース取

締役（現任）

平成11年４月 広島県議会議員

平成21年１月 株式会社あい設計取締役（現

任）

平成24年９月 当社代表取締役社長（現任）

取締役 管理本部長 吉田　周二 昭和35年４月６日生

昭和59年４月 グラフテック株式会社入社

(注）3 11

平成18年10月 同社国内情報機器営業本部長

平成20年７月 同社総合企画部長

平成21年１月 当社経営戦略部長

平成22年７月 グラフテック株式会社執行役員

海外営業本部長

平成26年７月 当社管理本部総務人事部長（現

任）

平成26年９月 当社取締役管理本部長（現任）

取締役 － 三山　裕三 昭和30年２月28日生

昭和55年10月 司法試験合格

(注）3 955

昭和58年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会)

昭和61年９月 三山裕三法律事務所開設

平成13年７月 三山総合法律事務所代表（現任)

平成19年４月 当社取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（百株）

常勤監査役 － 田口　詞男 昭和23年５月５日生

昭和42年４月 日本事務器株式会社入社

(注）4 482

昭和52年11月 株式会社ドッドウエル　ビー・

エム・エス入社

平成８年４月 同社大宮支店長

平成13年７月 同社事業推進部長

平成14年６月 同社メーリングシステム営業部

長

平成14年12月 同社映像システム事業部販売２

部長

平成15年３月 同社映像システム販売統括部長

平成15年５月 同社横浜支店長

平成16年８月 同社大宮支店長

平成19年４月 当社監査役（現任）

監査役 － 安達　一彦 昭和21年６月29日生

昭和47年９月 司法試験合格

(注）4 －

昭和48年４月 税務大学校講師

昭和50年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会)

昭和55年４月 安達一彦法律事務所代表（現任)

平成８年６月 株式会社ドッドウエル　ビー・

エム・エス監査役

平成19年４月 当社監査役（現任）

監査役 － 石本　哲敏 昭和37年６月１日生

昭和62年10月 司法試験合格

(注）4 －

平成２年４月 弁護士登録（東京弁護士会）

平成12年４月 石本哲敏法律事務所代表（現任)

平成18年９月 株式会社ドッドウエル　ビー・

エム・エス監査役

平成19年４月 当社監査役（現任）

計 112,304

（注）１．取締役三山裕三は、社外取締役であります。

２．監査役安達一彦及び石本哲敏は、社外監査役であります。

３．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会の終結の時までであります。

４．平成26年９月26日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までであります。

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査

役を２名選任しております。

補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴
所有
株式数
（百株）

関　　道弥 昭和28年１月23日生

昭和51年12月 株式会社ドッドウエル　ビー・エム・エス入社

－

平成８年８月 同社経理部財務課長

平成12年８月 同社経理部副部長

平成12年10月 同社財務部副部長

平成17年３月 同社財務経理部長

平成19年４月 当社財務経理部長

平成25年６月 グラフテック株式会社経理財務部長（現任）

平成25年６月 当社財務経理部専任部長（現任）

大瀧　敦子 昭和38年８月18日生

平成３年10月 司法試験合格

－平成６年４月 弁護士登録（東京弁護士会）

平成16年１月 石本哲敏法律事務所パートナー（現任）
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「すべては『信頼』と『誠実』から始まり人と社会に認められる価値を創造する」という企業理

念のもと、企業としての社会的責任の遂行と企業価値の向上を目指し、資本効率重視の経営を進めております。ま

た、業務を執行するに際し重要となる企業の透明性・効率性の確保のための施策として、適切な権限委譲による意思

決定の迅速化、適時・適切な情報開示、コンプライアンス並びに経営監視機能の強化により、コーポレート・ガバナ

ンス体制の整備・拡充に努めております。

 

②　企業統治の体制の概要と当該体制を採用する理由

 

 

当社は、業務に精通した取締役が取締役会における審議・決定に基づき業務を執行し、監査役会が取締役による業

務執行の監視を行う体制が、コーポレート・ガバナンスの目的を果たし、迅速かつ効率的な経営を行ううえで最も適

切であると考えて、監査役会設置会社の形態を採用しています。また、監査役の監視機能の信頼性と健全性を高める

ために、監査役３名のうち２名は社外監査役であり、社外監査役は独立性と専門性を重視して選任しております。

当社の取締役会は、４名の取締役（うち１名は社外取締役）で構成されております。原則四半期ごとに取締役会を

開催して、経営の基本方針や重要事項を決定するとともに、業務の遂行状況についても随時報告を行っております。

また、グループ経営の重要事項について検討・決定や、コーポレート・ガバナンスに関する事項を検討・周知するた

め、経営会議を原則四半期ごとに開催しております。さらに、経営会議の中には、当社及びグループ各社のコンプラ

イアンス体制の整備とリスク管理に対する体制を整備していくため、「コンプライアンス・リスク委員会」を設置し

ております。

このうち、当社及びグループ各社のコンプライアンス体制に関しては「コンプライアンス規程」を定め、具体的な

行動指針は「コンプライアンス・マニュアル」を策定して、反社会的勢力への対応等の遵守事項の周知徹底を図って

おります。また、法令等に対する違反を発見した場合や、自らが不注意により違反した場合に備え、内部通報を行う

ことのできるホットラインを設置し、適切かつ迅速な対応のとれる体制を構築しております。一方、リスク管理体制

については、発生しうるリスクの識別、評価、発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応等のために

「リスク管理規程」を定め、各社のリスク管理責任者が緊密に連携しながら横断的なリスク管理体制を構築しており

ます。
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③　内部統制システムの整備状況

当社の内部統制システムに関しましては、「内部統制システム構築の基本方針」を平成19年４月２日の設立時の取

締役会で決議いたしました。その後、反社会的勢力に対する基本方針の追加等一部を改定いたしました。内部統制シ

ステム構築の基本方針の概要は以下のとおりであります。

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にするため「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用

人に法令・定款の遵守を徹底する。また、徹底を図るため、内部監査室においてコンプライアンスの取組みを横

断的に統括する。

内部監査室は、当社及び子会社から成る企業集団のコンプライアンスの状況等について監査を実施し、その活

動を定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、顧客情報及び営業秘密等を管理するため「情報管理規程」を定めるとともに、社内外を問わず業務上

の全ての情報を保存及び管理するため「文書管理規程」を定める。

取締役会その他の重要会議の意思決定に関する情報や、その他の重要決裁に関する情報についても、「文書管

理規程」に基づき文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切に保存及び管理する。取締役及び監査役は、常時、こ

れらの情報を閲覧できる。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「リスク管理規程」を定め、各部門のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク

管理体制を構築する。

内部監査室は、当社及び子会社から成る企業集団におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取

締役会に報告する。

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の効率的な業務執行を確保するため、経営方針及び経営戦略に関する重要事項については、子会社の取

締役の参加を適宜求めつつ、代表取締役会長、代表取締役社長、その他の取締役によって構成される経営会議に

おいて事前に十分な審議を行うこととし、そのうえで、原則四半期ごとに開催される取締役会に諮り決定する。

ホ．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため、企業集団各社の重要事項の決

定等に関し情報の共有化を図るとともに、企業集団全体の内部統制システムを構築し、その有効かつ適切な運用

を進める。

内部監査室は、企業集団各社の業務遂行状況等の監査を実施し、その結果を企業集団各社の責任者に報告す

る。企業集団各社の責任者は、必要に応じて内部統制の改善を実施する。

ヘ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助すべき使用人を置く。

ト．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する体制

監査役の職務を補助する使用人の任命、異動等の人事に係る事項の決定には、監査役会の意見を尊重する。ま

た、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けない。

チ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、監査役に対して、重大な法令・定款違反又は会社に著しい損害を及ぼす虞のあることを

発見した場合には、速やかに報告、情報提供を行う。

監査役は、重要な意思決定の過程や業務執行の状況を把握するため、必要がある場合には取締役及び使用人に

説明を求めることができる。

リ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、代表取締役会長、代表取締役社長及びその他の取締役等と定期的に情報・意見交換を実施する。ま

た、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行う等、連携

を図る。

ヌ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「コンプライアンス規程」を定め、当局と連携しつつ企業集団全体として、社会の秩序や安定に脅威

を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度で臨み、一切関係を持たない。

また、コンプライアンス・マニュアルにおいて、反社会的勢力に対する行動指針を示し、取締役及び使用人へ

の周知徹底を図る。
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④　内部監査及び監査役監査の状況

当社は内部監査室（２名）を設置し、当社グループ各社の内部統制の整備・運用状況等について、内部監査の年間

計画を立案し、内部監査を実施しております。内部監査の実施結果については、代表取締役に報告しております。ま

た、監査役との情報交換を積極的に行い、緊密な連携を図りながら、内部監査機能の強化を図っております。

当社は監査役制度を採用しております。社外監査役の選任状況につきましては、監査役３名のうち２名を社外監査

役として選任しております。なお、社外監査役と当社の間に利害関係はありません。監査役は、取締役会やその他の

重要会議等に出席し、適宜、適法上の観点から意見の表明を行い、取締役の職務執行を充分に監視できる体制として

おります。また、監査役は、会計監査人から監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行う等、連携を

図っております。

 

⑤　社外取締役及び社外監査役

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段設けておりませんが、

豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しており

ます。

当社では、提出日現在、社外取締役１名と社外監査役２名を選任しており、社外取締役１名を東京証券取引所の独

立役員として届け出ております。いずれも弁護士の資格を保持しており、法務に関する相当程度の知見を有しており

ます。また、当社との間に特記すべき人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、

社外取締役は、取締役会の場において、取締役、監査役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を

行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高める機能及び役割を担っております。

また、社外監査役の選任状況につきましても、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判

断しており、社外からの客観的な立場からの監査ができるものと判断しております。社外監査役は、取締役会、監査

役会等の場を通じ、取締役、監査役、会計監査人及び内部監査部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行う等し

て連携を深め、監査体制の独立性及び中立性、意思決定の適法性・透明性を高める役割を担っております。

以上から、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保さ

れていると考えております。

 

⑥　会計監査の状況

当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査についてあらた監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受

けております。なお、同監査法人及び当社の会計監査業務を執行した業務執行社員との間には、特別な利害関係はあ

りません。

当期における当社の会計監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。

指定社員　業務執行社員　加藤達也

指定社員　業務執行社員　大橋佳之

なお、継続監査年数が７年以内のため監査年数の記載は省略しております。

当連結会計年度の会計監査業務に係る補助者は、以下のとおりであります。

公認会計士７名、会計士補等９名、その他６名

 

⑦　役員の報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬

ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
87 75 － 12 － 3

監査役

（社外監査役を除く。）
7 6 － 1 － 1

社外役員 11 11 － － － 3

ロ．役員ごとの報酬等の総額等

報酬額等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ．役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
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⑧　株式の保有状況

当社及び連結子会社のうち、投資会社の貸借対照表計上額（投資株式計上額）が最も大きい会社（最大保有会社）

である当社については以下のとおりです。

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

銘柄数 ３銘柄

貸借対照表計上額の合計額 1,488百万円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（百万円） 保有目的

日本電計㈱ 1,187,000 978 経営戦略上の保有

ＴＯＡ㈱ 72,000 56 経営戦略上の保有

㈱日本メガソーラー発電 50 5 経営戦略上の保有

当事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（百万円） 保有目的

日本電計㈱ 1,483,200 1,401 経営戦略上の保有

ＴＯＡ㈱ 66,200 82 経営戦略上の保有

㈱日本メガソーラー発電 50 5 経営戦略上の保有

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

該当事項はありません。

 

⑨　責任限定契約の内容の概要

イ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる

取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度に

おいて、取締役会の決議によって免除することができる旨、定款に定めております。これは、取締役及び監査役が

その期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。

ロ．社外取締役及び社外監査役の責任限定契約

社外取締役又は社外監査役として職務を遂行するにあたり善意かつ重大な過失がないときは、会社法第423条第

１項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額をもって当該損害賠償責任の

限度額とする旨の責任限定契約を、全ての社外取締役及び社外監査役と締結しております。

 

⑩　取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨、定款に定めております。

 

⑪　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。

 

⑫　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とする

ものであります。
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⑬　取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ．自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得す

ることができる旨、定款に定めております。これは、財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とす

ることを目的とするものであります。

ロ．中間配当

当社は、中間配当について、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として中間配当をすることができる

旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく
報酬（百万円）

提出会社 33 － 38 －

連結子会社 38 － 38 －

計 72 － 77 －

 

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）

該当事項はありません。

 

（当連結会計年度）

該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当連結会計年度（平成25年７月１日から平成26年６月30日まで）の連結財務諸表に含まれる比較情報につ

いては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日

内閣府令第61号）附則第３条第２項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（平成25年７月１日から平成26年６月30日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年９月21日内閣府令

第61号）附則第２条第２項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成25年７月１日から平成26年６月

30日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成25年７月１日から平成26年６月30日まで）の財務諸表について、あら

た監査法人による監査を受けております。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容の適切な把握及び変更等への適格な対応を実施できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構に加入

し、情報収集に努めるとともに、同機構が行うセミナー等に適宜参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成25年６月30日)
当連結会計年度

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,565 15,200

受取手形及び売掛金 ※１ 4,706 5,621

リース投資資産 701 785

有価証券 100 －

商品及び製品 3,229 3,962

仕掛品 79 77

未成工事支出金 246 199

原材料及び貯蔵品 399 370

繰延税金資産 438 451

前払費用 214 255

短期貸付金 925 992

その他 205 114

貸倒引当金 △45 △59

流動資産合計 23,768 27,971

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,895 5,922

減価償却累計額 △4,465 △4,566

建物及び構築物（純額） 1,430 1,356

機械装置及び運搬具 155 161

減価償却累計額 △116 △128

機械装置及び運搬具（純額） 38 32

工具、器具及び備品 1,739 1,771

減価償却累計額 △1,558 △1,601

工具、器具及び備品（純額） 181 169

土地 4,287 4,287

リース資産 498 690

減価償却累計額 △282 △347

リース資産（純額） 215 343

建設仮勘定 3 58

有形固定資産合計 6,156 6,247

無形固定資産   

のれん 583 414

リース資産 14 15

ソフトウエア 117 119

その他 52 55

無形固定資産合計 768 605
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成25年６月30日)
当連結会計年度

(平成26年６月30日)

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２ 1,590 ※２ 2,030

長期貸付金 100 89

繰延税金資産 553 572

その他 226 226

貸倒引当金 △132 △122

投資その他の資産合計 2,339 2,797

固定資産合計 9,263 9,649

資産合計 33,032 37,621

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※１ 3,658 4,479

リース債務 282 338

未払金 620 602

未払費用 232 219

未払法人税等 976 1,173

前受金 319 309

賞与引当金 123 144

製品保証引当金 12 18

受注損失引当金 ※３ 45 ※３ 9

その他 561 444

流動負債合計 6,832 7,740

固定負債   

リース債務 695 879

繰延税金負債 116 145

退職給付引当金 920 －

退職給付に係る負債 － 1,068

資産除去債務 7 8

長期前受収益 757 892

その他 230 280

固定負債合計 2,727 3,275

負債合計 9,560 11,015
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(平成25年６月30日)
当連結会計年度

(平成26年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 9,049 9,049

利益剰余金 14,264 17,266

自己株式 △4,688 △4,690

株主資本合計 23,625 26,626

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 106 238

繰延ヘッジ損益 △7 △0

為替換算調整勘定 △251 △207

退職給付に係る調整累計額 － △50

その他の包括利益累計額合計 △153 △20

純資産合計 23,472 26,605

負債純資産合計 33,032 37,621
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成24年７月１日
　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 32,389 36,976

売上原価 19,346 21,180

売上総利益 13,043 15,796

販売費及び一般管理費   

役員報酬 219 221

給与及び手当 2,593 2,882

賞与 571 651

賞与引当金繰入額 96 110

退職給付費用 192 177

その他 4,396 5,352

販売費及び一般管理費合計 ※１ 8,069 ※１ 9,396

営業利益 4,974 6,399

営業外収益   

受取利息 26 17

受取配当金 44 50

持分法による投資利益 11 5

為替差益 5 46

受取賃貸料 53 51

その他 50 23

営業外収益合計 191 195

営業外費用   

支払利息 4 4

デリバティブ評価損 55 －

貸倒引当金繰入額 － 14

賃貸費用 4 4

会員権解約損 － 4

その他 20 13

営業外費用合計 85 41

経常利益 5,080 6,553

特別利益   

投資有価証券売却益 15 43

子会社清算益 57 －

特別利益合計 72 43

特別損失   

固定資産除却損 ※２ 3 ※２ 1

投資有価証券売却損 1 －

投資有価証券評価損 3 －

有価証券償還損 263 －

その他 23 －

特別損失合計 295 1

税金等調整前当期純利益 4,857 6,595

法人税、住民税及び事業税 1,931 2,630

法人税等調整額 △47 △78

法人税等合計 1,883 2,551

少数株主損益調整前当期純利益 2,974 4,043

少数株主利益 － －

当期純利益 2,974 4,043
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(自　平成24年７月１日
　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前当期純利益 2,974 4,043

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 342 132

繰延ヘッジ損益 △7 7

為替換算調整勘定 252 43

その他の包括利益合計 ※ 587 ※ 183

包括利益 3,561 4,227

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 3,561 4,227

少数株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,000 9,049 12,143 △4,688 21,504

当期変動額      

剰余金の配当   △852  △852

当期純利益   2,974  2,974

自己株式の取得    △0 △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 2,121 △0 2,120

当期末残高 5,000 9,049 14,264 △4,688 23,625

 

       

 その他の包括利益累計額

純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 △236 △0 △503 － △740 20,763

当期変動額       

剰余金の配当      △852

当期純利益      2,974

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

342 △7 252 － 587 587

当期変動額合計 342 △7 252 － 587 2,708

当期末残高 106 △7 △251 － △153 23,472
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当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

    (単位：百万円)

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 5,000 9,049 14,264 △4,688 23,625

当期変動額      

剰余金の配当   △1,042  △1,042

当期純利益   4,043  4,043

自己株式の取得    △1 △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

     

当期変動額合計 － － 3,001 △1 3,000

当期末残高 5,000 9,049 17,266 △4,690 26,626

 

       

 その他の包括利益累計額

純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利
益累計額合計

当期首残高 106 △7 △251 － △153 23,472

当期変動額       

剰余金の配当      △1,042

当期純利益      4,043

自己株式の取得      △1

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

132 7 43 △50 132 132

当期変動額合計 132 7 43 △50 132 3,133

当期末残高 238 △0 △207 △50 △20 26,605

 

EDINET提出書類

あいホールディングス株式会社(E03006)

有価証券報告書

39/79



④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度

(自　平成24年７月１日
　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 4,857 6,595

減価償却費 427 406

有価証券償還損益（△は益） 263 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3 －

投資有価証券売却損益（△は益） △14 △43

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 18 20

受注損失引当金の増減額（△は減少） 19 △36

受取利息及び受取配当金 △70 △67

支払利息 4 4

売上債権の増減額（△は増加） 614 △893

たな卸資産の増減額（△は増加） △423 △630

仕入債務の増減額（△は減少） 651 797

前受金の増減額（△は減少） △905 △9

破産更生債権等の増減額（△は増加） 43 9

関係会社清算損益（△は益） △57 －

その他 317 233

小計 5,727 6,395

利息及び配当金の受取額 62 75

利息の支払額 △4 △4

法人税等の支払額 △1,848 △2,315

法人税等の還付額 0 4

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,937 4,154

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 △20 △32

定期預金の払戻による収入 220 25

有価証券の売却による収入 300 －

有価証券の償還による収入 1,046 100

有形固定資産の取得による支出 △251 △198

無形固定資産の取得による支出 △55 △68

投資有価証券の取得による支出 △427 △272

投資有価証券の売却による収入 76 133

貸付けによる支出 △1,045 △473

貸付金の回収による収入 746 418

その他 △19 △62

投資活動によるキャッシュ・フロー 570 △430

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △1

配当金の支払額 △852 △1,042

その他 △67 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー △920 △1,116

現金及び現金同等物に係る換算差額 168 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,755 2,625

現金及び現金同等物の期首残高 8,784 12,540

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 12,540 ※ 15,166
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　　　　　　　14社

連結子会社の名称

株式会社ドッドウエル　ビー・エム・エス

グラフテック株式会社

株式会社あい設計

あいエンジニアリング株式会社

株式会社ニューロン

株式会社ＵＳＴＡＧＥ

株式会社ビーエム総合リース

株式会社プロメック

中央設計株式会社

株式会社田辺設計

グラフテック　アメリカ　インク

Silhouette America, Inc.

GRAPHTEC LATIN AMERICA SA

NEURON ELECTRONICS INC.

(2）非連結子会社の数　　　　　　　２社

非連結子会社の名称

環境ソリューションズ株式会社

Graphtec Digital Solutions, Inc.

Graphtec Digital Solutions, Inc.を平成26年６月１日に設立いたしました。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

 

２．持分法の適用に関する事項

(1）持分法適用の関連会社数　1社

持分法適用の関連会社の名称

杜の公園ゴルフクラブ株式会社

(2）持分法を適用していない非連結子会社の数　２社

持分法を適用していない非連結子会社の名称

環境ソリューションズ株式会社

Graphtec Digital Solutions, Inc.

Graphtec Digital Solutions, Inc.を平成26年６月１日に設立いたしました。

（持分法を適用しない理由）

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外しております。

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうちGRAPHTEC LATIN AMERICA SAの決算日は、３月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、４月１日から連結決

算日６月30日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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 ４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

②　デリバティブ

時価法を採用しております。

③　たな卸資産

(イ）商品及び製品

主として総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

(ロ）原材料及び貯蔵品

主として総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

(ハ）仕掛品

主として総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

(ニ）未成工事支出金

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３～50年

工具、器具及び備品　　５～６年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

③　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しておりま

す。

③　製品保証引当金

一部の連結子会社では、販売された製品の保証に伴う費用の支出に備えるため、過去の発生実績率に基づき

計上しております。

④　受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上して

おります。
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(4）退職給付に係る会計処理の方法

①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について

は、期間定額基準によっております。

②　数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（９年～14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。

③　小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5）重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

①　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。

②　その他の工事

工事完成基準を適用しております。

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しており

ます。

(7）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについては振当処理の要件を充たして

いる場合には振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。

(イ）ヘッジ手段…為替予約

(ロ）ヘッジ対象…輸出入による外貨建債権債務

③　ヘッジ方針

為替変動リスクの低減のため、対象債権債務及び将来発生する対象債権債務の範囲内でヘッジを行っており

ます。

④　ヘッジ有効性評価の方法

決算期末にヘッジ手段とヘッジ対象の内容について見直しを行い、有効性を評価しております。

(8）のれんの償却方法及び償却期間

のれん及び平成21年６月30日以前に発生した負ののれんの償却については、20年以内のその効果の及ぶ期間に

わたって、定額法により規則的に償却しております。ただし、金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが

発生した年度の損益としております。

(9）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金

からなっております。

(10）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

②　連結納税制度の適用

当社及び一部の連結子会社について、連結納税制度を適用しております。
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（会計方針の変更）

（退職給付に係る負債の会計処理の変更）

当連結会計年度より、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日。以下「退職給付

会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月

17日。以下「退職給付適用指針」という。）を適用しております。（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職

給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）これにより、退職給付債務を退職給付に係る負債として計上す

る方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会

計年度において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しておりま

す。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が1,068百万円計上されるとともに、その他の包括利

益累計額が50百万円減少しております。

なお、１株当たりの純資産額は1.07円減少しております。

 

（未適用の会計基準等）

・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日）

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日）

(1）概要

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示

の拡充等について改正されました。

(2）適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年６月期の期首から適用します。

なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及

適用しません。

(3）当該会計基準等の適用による影響

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。

 

（表示方法の変更）

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100分

の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前

連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた56百万円

は、「為替差益」5百万円、「その他」50百万円として組み替えております。

 

（連結貸借対照表関係）

※１．連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前連結

会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれ

ております。

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

受取手形 116百万円 －百万円

支払手形 24百万円 －百万円

 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

関係会社株式 191百万円 247百万円
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※３．損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、受注損失引当金に対応する額は次のとおりであり

ます。

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

未成工事支出金 38百万円 27百万円

 

４．偶発債務

保証債務

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

従業員の借入金（住宅資金） （９名）7百万円 （８名）4百万円

 

（連結損益計算書関係）

※１．一般管理費に含まれる研究開発費の総額

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
　　至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日

　　至　平成26年６月30日）

研究開発費 671百万円 991百万円

 

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

建物及び構築物 1百万円 －百万円

機械装置及び運搬具 0百万円 －百万円

工具、器具及び備品 2百万円 1百万円

計 3百万円 1百万円

 

（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

その他有価証券評価差額金：   

当期発生額 344百万円 216百万円

組替調整額 199百万円 △12百万円

税効果調整前 543百万円 204百万円

税効果額 △200百万円 △72百万円

その他有価証券評価差額金 342百万円 132百万円

繰延ヘッジ損益：   

当期発生額 △12百万円 △0百万円

組替調整額 0百万円 12百万円

税効果調整前 △11百万円 12百万円

税効果額 4百万円 △4百万円

繰延ヘッジ損益 △7百万円 7百万円

為替換算調整勘定：   

当期発生額 309百万円 43百万円

組替調整額 △57百万円 －百万円

為替換算調整勘定 252百万円 43百万円

その他の包括利益合計 587百万円 183百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 56,590,410 － － 56,590,410

合計 56,590,410 － － 56,590,410

自己株式     

普通株式（注） 9,224,970 876 － 9,225,846

合計 9,224,970 876 － 9,225,846

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加876株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成24年９月27日

定時株主総会
普通株式 378 8 平成24年６月30日 平成24年９月28日

平成25年２月14日

取締役会
普通株式 473 10 平成24年12月31日 平成25年３月11日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年９月26日

定時株主総会
普通株式 473 利益剰余金 10 平成25年６月30日 平成25年９月27日

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

株式数（株）
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 56,590,410 － － 56,590,410

合計 56,590,410 － － 56,590,410

自己株式     

普通株式（注） 9,225,846 968 － 9,226,814

合計 9,225,846 968 － 9,226,814

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加968株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年９月26日

定時株主総会
普通株式 473 10 平成25年６月30日 平成25年９月27日

平成26年２月14日

取締役会
普通株式 568 12 平成25年12月31日 平成26年３月10日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成26年９月26日

定時株主総会
普通株式 568 利益剰余金 12 平成26年６月30日 平成26年９月29日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

現金及び預金勘定 12,565百万円 15,200百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △10百万円 △17百万円

別段預金 △15百万円 △16百万円

現金及び現金同等物 12,540百万円 15,166百万円

 

（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース資産の内容

①　有形固定資産

主としてサーバ及びコンピュータ端末機（工具、器具及び備品）であります。

②　無形固定資産

ソフトウエアであります。

(2）リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項　（2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年６月30日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

 

EDINET提出書類

あいホールディングス株式会社(E03006)

有価証券報告書

47/79



①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額

前連結会計年度（平成25年６月30日）

（単位：百万円）
 

 取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

工具、器具及び備品 33 33 －

ソフトウエア 11 11 －

合計 44 44 －
 
（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。

 

当連結会計年度（平成26年６月30日）

該当事項はありません。

 

②　未経過リース料期末残高相当額

該当事項はありません。

 

③　支払リース料、減価償却費相当額

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

支払リース料 2 －

減価償却費相当額 2 －

 

④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

１年内 43 71

１年超 80 93

合計 123 164
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（貸主側）

１．ファイナンス・リース取引

(1）リース投資資産の内訳

流動資産

（単位：百万円）
 

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

リース料債権部分 731 821

見積残存価額部分 － －

受取利息相当額 △30 △36

リース投資資産 701 785

 

(2）リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

流動資産

（単位：百万円）
 

 

前連結会計年度
（平成25年６月30日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース債権 － － － － － －

リース投資資産 191 165 137 109 73 24
 

 

（単位：百万円）
 

 

当連結会計年度
（平成26年６月30日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

リース債権 － － － － － －

リース投資資産 214 187 160 125 64 32
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定しております。デリバティブは、後述するリ

スクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金、短期貸付金、長期貸付金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リ

スクに関しては取引先ごとに与信管理を徹底し、期日管理や残高管理を行うとともに、貸付先の業績動向や事業の

動き等を恒常的に注視し、財務状況を把握しております。なお、主要取引先については与信限度枠の見直しを毎年

行っており、設定、改定については担当役員の決裁事項として運用しております。また、外貨建ての売掛金は、為

替の変動リスクに晒されておりますが、一部先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、デリバティブは

内部管理規程に従い、実需の範囲内で行うこととしております。

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されてお

ります。当該リスクに関しては、定期的に時価を把握し、明細表を作成する等の方法により管理しており、また、

その内容が代表取締役に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グルー

プ各社において、毎月資金繰計画を作成する等の方法により管理しており、そのほとんどが１年以内の支払期日で

あります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが

極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前連結会計年度（平成25年６月30日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 12,565 12,565 －

(2）受取手形及び売掛金 4,706   

貸倒引当金　※１ △45   

 4,661 4,661 －

(3）短期貸付金 925 925 －

(4）投資有価証券    

その他有価証券 1,289 1,289 －

(5）長期貸付金 100   

貸倒引当金　※２ △83   

 17 17 －

資産計 19,459 19,459 －

支払手形及び買掛金 3,658 3,658 －

負債計 3,658 3,658 －

デリバティブ取引    

(1）ヘッジ会計が適用されていないもの － － －

(2）ヘッジ会計が適用されているもの △55 △55 －

デリバティブ取引計 △55 △55 －

※１.受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。

※２.長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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当連結会計年度（平成26年６月30日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 15,200 15,200 －

(2）受取手形及び売掛金 5,621   

貸倒引当金　※１ △31   

 5,589 5,589 －

(3）短期貸付金 992   

貸倒引当金　※２ △27   

 965 965 －

(4）投資有価証券    

その他有価証券 1,668 1,668 －

(5）長期貸付金 89   

貸倒引当金　※２ △73   

 15 15 －

資産計 23,438 23,438 －

支払手形及び買掛金 4,479 4,479 －

負債計 4,479 4,479 －

デリバティブ取引    

(1）ヘッジ会計が適用されていないもの 1 1 －

(2）ヘッジ会計が適用されているもの － － －

デリバティブ取引計 1 1 －

※１.受取手形及び売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。

※２.短期貸付金及び長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金、(3）短期貸付金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

(4）投資有価証券

投資有価証券の時価については、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金

融機関等から提示された価格によっております。

(5）長期貸付金

長期貸付金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の貸付を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しております。

負　債

支払手形及び買掛金

支払手形及び買掛金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、

当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

取引金融機関から提示された価格によっております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：百万円）
 

区分
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
当連結会計年度

（平成26年６月30日）

非上場株式 401 362

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4）投

資有価証券」には含めておりません。

 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（平成25年６月30日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 12,565 － － －

受取手形及び売掛金 4,706 － － －

短期貸付金 925 － － －

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち満期があるもの     

(1）債券（社債） － － － －

(2）その他 100 － － －

長期貸付金 11 62 27 －

合計 18,309 62 27 －

 

当連結会計年度（平成26年６月30日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 15,200 － － －

受取手形及び売掛金 5,621 － － －

短期貸付金 992 － － －

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券のうち満期があるもの     

(1）債券（社債） － － － －

(2）その他 － － － －

長期貸付金 7 56 25 －

合計 21,821 56 25 －
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４．リース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成25年６月30日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

リース債務 282 235 194 149 90 25

合計 282 235 194 149 90 25

 

当連結会計年度（平成26年６月30日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

リース債務 338 298 253 193 92 41

合計 338 298 253 193 92 41

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前連結会計年度（平成25年６月30日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 1,289 1,053 236

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,289 1,053 236

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 1,289 1,053 236

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額　401百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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当連結会計年度（平成26年６月30日）

 種類
連結貸借対照表
計上額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 1,668 1,236 432

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,668 1,236 432

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 1,668 1,236 432

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額　362百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

２．売却したその他有価証券

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 53 15 －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 2 － 1

合計 55 15 1
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当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 90 43 －

(2）債券    

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 90 43 －

 

３．減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、投資有価証券について3百万円（その他有価証券の株式3百万円）減損処理を行っており

ます。

なお、減損処理にあたっては、その他有価証券で時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価と

比べて50％以上下落したその他有価証券についてはすべて減損処理を行い、30％以上50％未満下落しているその他有

価証券については時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を判断し、回復する見込があると認め

られた場合を除き減損処理を行っております。

また、時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券については、期末における発行会社の財政状

態等を勘案して回復可能性を判断し、回復する見込があると認められた場合を除き減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

重要性が低いため、記載を省略しております。

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、確定給付型及び確定拠出型の退職年金制度を採用しております。

なお、一部の連結子会社は、平成23年４月に税制適格退職年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行して

おります。

 

２．退職給付債務に関する事項

(1）退職給付債務（百万円） △1,044

(2）未積立退職給付債務（百万円） △1,044

(3）未認識数理計算上の差異（百万円） 123

(4）連結貸借対照表計上額純額（2)＋(3)（百万円) △920

(5）退職給付引当金（4)（百万円） △920

（注）一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

 

３．退職給付費用に関する事項

(1）勤務費用（百万円） 65

(2）利息費用（百万円） 18

(3）期待運用収益（減算）（百万円） －

(4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円) 30

(5）その他（百万円） 77

 退職給付費用（1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)の合計 192

（注）１．簡便法を採用している国内連結子会社の退職給付費用は、「(1）勤務費用」に計上しております。

２．「(5）その他」は、確定拠出年金への掛金支払額等であります。
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1）退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2）割引率

0.9％

(3）期待運用収益率

－％

(4）数理計算上の差異の処理年数

９～12年（発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することに

しております。）

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社グループは、確定給付型及び確定拠出型の退職年金制度を採用しております。

なお、一部の連結子会社は、平成23年４月に税制適格退職年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行して

おります。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表  

 退職給付債務の期首残高 1,045百万円

 勤務費用 76百万円

 利息費用 9百万円

 数理計算上の差異の発生額 △32百万円

 退職給付の支払額 △29百万円

 退職給付債務の期末残高 1,068百万円

 

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る

資産の調整表

 非積立型制度の退職給付債務 1,068百万円

 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,068百万円

   

 退職給付に係る負債 1,068百万円

 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,068百万円

 

(3）退職給付費用及びその内容項目の金額  

 勤務費用 76百万円

 利息費用 9百万円

 数理計算上の差異の費用処理額 12百万円

 確定給付制度に係る退職給付費用 98百万円

 

(4）退職給付に係る調整累計額  

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

 未認識数理計算上の差異 78百万円

 

(5）数理計算上の計算基礎に関する事項  

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率　　　　　　　　　0.9％

 

３．確定拠出制度

一部の連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、112百万円であります。
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（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

 

（税効果会計関係）

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

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
 

当連結会計年度
（平成26年６月30日）

繰延税金資産（流動）    

未払事業税 92百万円 104百万円

賞与引当金 48百万円 54百万円

製品保証引当金 4百万円 4百万円

たな卸資産評価減 63百万円 56百万円

前受保守料 92百万円 136百万円

税務上の繰越欠損金 22百万円 33百万円

繰延ヘッジ損益 4百万円 0百万円

その他 136百万円 79百万円

繰延税金資産（流動）小計 465百万円 469百万円

評価性引当額 △18百万円 △15百万円

繰延税金資産（流動）合計 446百万円 454百万円

繰延税金負債（流動）との相殺額 △7百万円 △2百万円

繰延税金資産（流動）の純額 438百万円 451百万円

    

繰延税金負債（流動）    

海外子会社為替差益 27百万円 －百万円

未収入金 4百万円 2百万円

その他 0百万円 －百万円

繰延税金負債（流動）合計 32百万円 2百万円

繰延税金資産（流動）との相殺額 △7百万円 △2百万円

繰延税金負債（流動）の純額 24百万円 －百万円

    

繰延税金資産（固定）    

退職給付引当金 343百万円 －百万円

退職給付に係る負債 －百万円 394百万円

貸倒引当金 45百万円 52百万円

前受保守料 150百万円 224百万円

減損損失 508百万円 508百万円

投資有価証券評価損 160百万円 98百万円

税務上の繰越欠損金 316百万円 185百万円

その他 237百万円 133百万円

繰延税金資産（固定）小計 1,761百万円 1,596百万円

評価性引当額 △1,071百万円 △839百万円

繰延税金資産（固定）合計 690百万円 756百万円

繰延税金負債（固定）との相殺額 △136百万円 △183百万円

繰延税金資産（固定）の純額 553百万円 572百万円

    

繰延税金負債（固定）    

のれん償却 120百万円 109百万円

その他有価証券評価差額金 77百万円 150百万円

その他 54百万円 70百万円

繰延税金負債（固定）合計 253百万円 329百万円

繰延税金資産（固定）との相殺額 △136百万円 △183百万円

繰延税金負債の純額 116百万円 145百万円
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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差異の原因となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（平成25年６月30日）
 

当連結会計年度
（平成26年６月30日）

法定実効税率 38.01％  38.01％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.95％  0.83％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.30％  △0.14％

試験研究費等の税額控除 △1.09％  △1.17％

住民税均等割 1.35％  1.02％

過年度法人税等 1.80％  －％

評価性引当額の増減額 △0.75％  △1.14％

のれん及び負ののれん償却額 0.35％  0.24％

連結子会社の税率差異 0.03％  △0.03％

その他 0.41％  1.06％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.77％  38.69％

 

（資産除去債務関係）

重要性が低いため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高意思決定機

関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、報告セグメントごとに取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。

当社グループは、製品・サービスの特性に基づき、事業セグメントを集約したうえで、「セキュリティ機器」、

「カード機器及びその他事務用機器」、「保守サービス」、「情報機器」、「計測機器及び環境試験装置」、「設計

事業」、「リース及び割賦事業」の７つを報告セグメントとしております。

「セキュリティ機器」は、セキュリティシステム機器の開発・製造及び販売を行っております。

「カード機器及びその他事務用機器」は、カード発行機器（病院向けカードシステム、金融向けカードシステム）及

びその他事務用機器の開発・製造及び販売を行っております。

「保守サービス」は、セキュリティ機器、カード機器等の保守サービスを行っております。

「情報機器」は、プロッタやスキャナ等のコンピュータ周辺機器の開発・製造及び販売、保守サービス等を行ってお

ります。

「計測機器及び環境試験装置」は、計測機器及び環境試験装置の開発・製造及び販売等を行っております。

「設計事業」は、構造設計、耐震診断を主体とした建築設計事業等を行っております。

「リース及び割賦事業」は、リース及び割賦の仲介業務を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

          （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

(注）１
合計

調整額

(注）２

３

連結

財務諸表

計上額

(注）４
 

セキュリ

ティ機器

カード機

器及びそ

の他事務

用機器

保守

サービス
情報機器

計測機器

及び環境

試験装置

設計事業

リース

及び

割賦事業

計

売上高             

外部顧客へ
の売上高

7,713 2,487 1,655 8,005 1,904 4,618 5,365 31,751 637 32,388 1 32,389

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

77 89 43 46 7 － 33 296 0 296 △296 －

計 7,791 2,577 1,698 8,052 1,911 4,618 5,398 32,048 637 32,685 △295 32,389

セグメント
利益

2,291 570 115 809 198 715 112 4,813 53 4,867 107 4,974

セグメント
資産

1,914 2,396 436 5,131 2,303 2,564 3,336 18,084 576 18,660 14,371 33,032

その他の項目             

減価償却費 36 29 18 170 56 45 － 357 0 358 69 427

有形固定資
産及び無形
固定資産の
増加額

37 8 21 263 8 52 － 393 2 395 51 446
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当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

          （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

(注）１
合計

調整額

(注）２

３

連結

財務諸表

計上額

(注）４
 

セキュリ

ティ機器

カード機

器及びそ

の他事務

用機器

保守

サービス
情報機器

計測機器

及び環境

試験装置

設計事業

リース

及び

割賦事業

計

売上高             

外部顧客へ
の売上高

9,117 3,364 1,708 10,443 2,306 4,845 4,455 36,241 733 36,974 1 36,976

セグメント
間の内部売
上高又は振
替高

61 56 38 42 － － 28 228 9 237 △237 －

計 9,179 3,420 1,747 10,485 2,306 4,845 4,483 36,469 743 37,212 △235 36,976

セグメント
利益

2,727 946 173 1,091 315 771 116 6,142 91 6,233 165 6,399

セグメント
資産

2,174 2,521 477 5,830 2,029 2,968 4,296 20,298 629 20,927 16,693 37,621

その他の項目             

減価償却費 34 25 20 196 39 45 － 361 2 363 48 411

有形固定資
産及び無形
固定資産の
増加額

93 27 60 177 35 62 － 457 0 457 80 538

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、カードリーダの製造・販売及び

ソフトウエアの開発・販売等を行っております。

２．調整額の内容は以下のとおりであります。

セグメント利益  （単位：百万円）
 

 前連結会計年度 当連結会計年度

セグメント間取引消去 69 64

全社費用※ 38 101

合計 107 165

※全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

３．全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金等であります。

４．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）

日本 北米 欧州 その他 合計

26,274 3,529 1,087 1,497 32,389

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三菱ＵＦＪリース株式会社 5,815 セキュリティ機器・リース及び割賦事業

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：百万円）

日本 北米 欧州 その他 合計

28,088 5,538 1,526 1,822 36,976

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省

略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

三菱ＵＦＪリース株式会社 7,051 セキュリティ機器・リース及び割賦事業

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

         （単位：百万円）

 
セキュリ
ティ機器

カード機
器及びそ
の他事務
用機器

保守
サービス

情報機器
計測機器
及び環境
試験装置

設計事業
リース
及び

割賦事業

その他
（注）

全社・消去 合計

当期償却額 － 18 － 36 － 109 － 0 － 165

当期末残高 － 139 － 51 － 391 － － － 583

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、カードリーダの製造・販売及びソフ

トウエアの開発・販売等を行っております。

なお、平成21年６月30日以前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のと

おりであります。

         （単位：百万円）

 
セキュリ
ティ機器

カード機
器及びそ
の他事務
用機器

保守
サービス

情報機器
計測機器
及び環境
試験装置

設計事業
リース
及び

割賦事業
その他

全社・消去
（注）

合計

当期償却額 － － － － － － － － 10 10

当期末残高 － － － － － － － － － －

（注）負ののれんの当期償却額10百万円は、各報告セグメントに配分していない全社収益であります。

 

当連結会計年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

         （単位：百万円）

 
セキュリ
ティ機器

カード機
器及びそ
の他事務
用機器

保守
サービス

情報機器
計測機器
及び環境
試験装置

設計事業
リース
及び

割賦事業

その他
（注）

全社・消去 合計

当期償却額 － 18 － 42 － 109 － － － 170

当期末残高 － 121 － 10 － 282 － － － 414

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、カードリーダの製造・販売及びソフ

トウエアの開発・販売等を行っております。

なお、平成21年６月30日以前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のと

おりであります。

         （単位：百万円）

 
セキュリ
ティ機器

カード機
器及びそ
の他事務
用機器

保守
サービス

情報機器
計測機器
及び環境
試験装置

設計事業
リース
及び

割賦事業
その他

全社・消去
（注）

合計

当期償却額 － － － － － － － － － －

当期末残高 － － － － － － － － － －

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり純資産額 495.57円 561.73円

１株当たり当期純利益金額 62.79円 85.38円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日）

当連結会計年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日）

当期純利益金額（百万円） 2,974 4,043

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益金額（百万円） 2,974 4,043

期中平均株式数（千株） 47,365 47,364

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 282 338 － －

長期借入金
（１年以内に返済予定のものを除く。）

－ － － －

リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く。）

695 879 － 平成28年～平成37年

その他有利子負債 － － － －

合計 977 1,218 － －

（注）１．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

リース債務 298 253 193 92 41

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度

末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省

略しております。

（２）【その他】

①　当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（百万円） 8,564 17,813 28,683 36,976

税金等調整前四半期（当期）

純利益金額（百万円）
1,515 3,115 5,550 6,595

四半期（当期）純利益金額

（百万円）
929 1,923 3,433 4,043

１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
19.62 40.60 72.50 85.38

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額

（円）
19.62 20.99 31.90 12.88

 

②　決算日後の状況

特記すべき事項はありません。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成25年６月30日)
当事業年度

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 770 620

売掛金 ※ 41 ※ 46

前払費用 2 2

繰延税金資産 3 5

短期貸付金 ※ 114 ※ 86

未収入金 ※ 1,160 ※ 1,379

その他 1 9

流動資産合計 2,094 2,150

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 2 3

有形固定資産合計 2 3

無形固定資産   

ソフトウエア 18 16

無形固定資産合計 18 16

投資その他の資産   

投資有価証券 1,039 1,488

関係会社株式 20,062 19,855

長期貸付金 ※ 120 ※ 104

その他 0 1

投資その他の資産合計 21,222 21,448

固定資産合計 21,243 21,469

資産合計 23,337 23,619

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 ※ 1,055 ※ 375

未払金 ※ 61 ※ 76

未払費用 ※ 3 ※ 1

未払法人税等 590 677

未払消費税等 3 9

預り金 6 6

賞与引当金 4 5

その他 0 0

流動負債合計 1,725 1,152

固定負債   

長期借入金 ※ 375 －

繰延税金負債 73 137

その他 6 7

固定負債合計 454 144

負債合計 2,180 1,297
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成25年６月30日)
当事業年度

(平成26年６月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金   

資本準備金 1,045 1,045

その他資本剰余金 14,742 14,742

資本剰余金合計 15,787 15,787

利益剰余金   

利益準備金 204 204

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 4,750 5,800

利益剰余金合計 4,954 6,005

自己株式 △4,722 △4,723

株主資本合計 21,020 22,069

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 136 252

評価・換算差額等合計 136 252

純資産合計 21,157 22,322

負債純資産合計 23,337 23,619
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成24年７月１日
　至　平成25年６月30日)

当事業年度
(自　平成25年７月１日
　至　平成26年６月30日)

営業収益 ※１ 2,204 ※１ 2,548

売上総利益 2,204 2,548

一般管理費 ※２ 449 ※２ 465

営業利益 1,754 2,083

営業外収益   

受取利息 ※１ 5 ※１ 3

受取配当金 41 49

雑収入 4 4

営業外収益合計 51 56

営業外費用   

支払利息 ※１ 29 ※１ 12

その他 0 0

営業外費用合計 29 12

経常利益 1,776 2,127

特別利益   

投資有価証券売却益 － 3

特別利益合計 － 3

税引前当期純利益 1,776 2,131

法人税、住民税及び事業税 16 40

法人税等調整額 △1 △1

法人税等合計 14 38

当期純利益 1,762 2,092
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）

      (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

 
繰越利益剰余
金

当期首残高 5,000 1,045 14,742 15,787 204 3,840 4,045

当期変動額        

剰余金の配当      △852 △852

当期純利益      1,762 1,762

自己株式の取得        

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

       

当期変動額合計 － － － － － 909 909

当期末残高 5,000 1,045 14,742 15,787 204 4,750 4,954

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 △4,721 20,111 9 9 20,120

当期変動額      

剰余金の配当  △852   △852

当期純利益  1,762   1,762

自己株式の取得 △0 △0   △0

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

  127 127 127

当期変動額合計 △0 909 127 127 1,036

当期末残高 △4,722 21,020 136 136 21,157
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当事業年度（自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日）

      (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

 
繰越利益剰余
金

当期首残高 5,000 1,045 14,742 15,787 204 4,750 4,954

当期変動額        

剰余金の配当      △1,042 △1,042

当期純利益      2,092 2,092

自己株式の取得        

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

       

当期変動額合計 － － － － － 1,050 1,050

当期末残高 5,000 1,045 14,742 15,787 204 5,800 6,005

 

      

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

その他有価証
券評価差額金

評価・換算差
額等合計

当期首残高 △4,722 21,020 136 136 21,157

当期変動額      

剰余金の配当  △1,042   △1,042

当期純利益  2,092   2,092

自己株式の取得 △1 △1   △1

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

  116 116 116

当期変動額合計 △1 1,049 116 116 1,165

当期末残高 △4,723 22,069 252 252 22,322
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）を採用しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法（ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却によってお

ります。）を採用しております。

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

 

３．引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。

 

４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(2）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

 

（表示方法の変更）

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規

則第127条第１項に定める様式に基づいて作成しております。

また、財務諸表等規則第127条第２項に掲げる各号の注記については、各号の会計計算規則に掲げる事項の注記に変

更しております。

なお、以下の事項について、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第26条に定める有形固定資産の減価償却累計額を当該各資産から直接控除した場合の注記について

は、同条第２項により、記載を省略しております。

・財務諸表等規則第68条の４に定める１株当たり純資産額の注記については、同条第３項により、記載を省略してお

ります。

・財務諸表等規則第95条の５の２に定める１株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第３項により、

記載を省略しております。

・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第２項により、記載を省略しておりま

す。

・財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略してお

ります。
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（貸借対照表関係）

※　関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

 
前事業年度

（平成25年６月30日）
当事業年度

（平成26年６月30日）

流動資産   

売掛金 41百万円 46百万円

短期貸付金 114百万円 86百万円

未収入金 1,160百万円 1,379百万円

固定資産   

長期貸付金 120百万円 104百万円

流動負債   

１年内返済予定の長期借入金 1,055百万円 375百万円

未払金 42百万円 47百万円

未払費用 3百万円 0百万円

固定負債   

長期借入金 375百万円 －百万円

 

（損益計算書関係）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 
前事業年度

（自　平成24年７月１日
至　平成25年６月30日)

当事業年度
（自　平成25年７月１日
至　平成26年６月30日)

営業収益 2,204百万円 2,548百万円

受取利息 4百万円 2百万円

支払利息 29百万円 12百万円

 

※２．一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成24年７月１日
　 至　平成25年６月30日)

当事業年度
（自　平成25年７月１日
　 至　平成26年６月30日)

役員報酬 90百万円 92百万円

給与及び手当 145百万円 150百万円

賞与 46百万円 49百万円

法定福利費 30百万円 32百万円

顧問料 40百万円 43百万円

支払手数料 34百万円 34百万円

 

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式19,855百万円、前事業年度の貸借対照表

計上額は子会社株式20,062百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記

載しておりません。
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（税効果会計関係）

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

 
前事業年度

（平成25年６月30日）
 

当事業年度
（平成26年６月30日）

繰延税金資産    

未払事業税 0百万円 2百万円

賞与引当金 1百万円 2百万円

関係会社株式評価損 29百万円 29百万円

その他 3百万円 3百万円

繰延税金資産小計 36百万円 38百万円

評価性引当額 △30百万円 △30百万円

繰延税金資産合計 5百万円 7百万円

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △75百万円 △140百万円

繰延税金負債合計 △75百万円 △140百万円

繰延税金資産及び繰延税金負債の純額 △70百万円 △132百万円

 

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

 
前事業年度

（平成25年６月30日）
 

当事業年度
（平成26年６月30日）

法定実効税率 38.01％  38.01％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.31％  0.27％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △37.50％  △36.68％

住民税均等割 0.18％  0.17％

その他 △0.17％  0.04％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.83％  1.81％

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類
当期首
残　高

当　期
増加額

当　期
減少額

当　期
償却額

当期末
残　高

減価償却
累 計 額

有形固

定資産
工具、器具及び備品 2 2 － 1 3 2

計 2 2 － 1 3 2

無形固

定資産
ソフトウエア 18 5 － 6 16 －

計 18 5 － 6 16 －

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

賞与引当金 4 5 4 － 5

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ７月１日から６月30日まで

定時株主総会 ９月中

基準日 ６月30日

剰余金の配当の基準日
12月31日

６月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ――――――

買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを

得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

http://www.aiholdings.co.jp

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の

権利を行使することができません。

(1）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(4）株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第７期）（自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日）平成25年９月26日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

平成25年９月26日関東財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

（第８期第１四半期）（自　平成25年７月１日　至　平成25年９月30日）平成25年11月12日関東財務局長に提出

（第８期第２四半期）（自　平成25年10月１日　至　平成25年12月31日）平成26年２月14日関東財務局長に提出

（第８期第３四半期）（自　平成26年１月１日　至　平成26年３月31日）平成26年５月13日関東財務局長に提出

(4）臨時報告書

平成25年10月１日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

  平成26年９月26日

あいホールディングス株式会社   
 
 取　締　役　会　 御　中  

 

 
あ ら た 監 査 法 人
 

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 加　藤　達　也　　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 大　橋　佳　之　　　㊞

 

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられているあいホールディングス株式会社の平成25年７月１日から平成26年６月30日までの

連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連

結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務

諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかに

ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい

る。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され

る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリス

クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明

するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続

を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、あいホールディングス株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、あいホール

ディングス株式会社の平成26年６月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認め

られる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することに

ある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができ

ない可能性がある。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告

書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財

務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査

の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査

証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務

報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報

告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体として

の内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

　当監査法人は、あいホールディングス株式会社が平成26年６月30日現在の財務報告に係る内部統制は

有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
 
 
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

  平成26年９月26日

あいホールディングス株式会社   

 

 取　締　役　会　 御　中  

 

 あ ら た 監 査 法 人

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 加　藤　達　也　　　㊞

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 大　橋　佳　之　　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
況」に掲げられているあいホールディングス株式会社の平成25年７月１日から平成26年６月30日までの
第８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
 

財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、あいホールディングス株式会社の平成26年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する
事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以　上
 
 
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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