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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年６月30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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第１四半期 792 8.9 28 ― 31 ― 27 ―

28年３月期第１四半期 727 △17.0 △14 ― △12 ― 0 ―
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 15百万円( ―％) 28年３月期第１四半期 △4百万円( ―％)
　

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

29年３月期第１四半期 0.92 0.53

28年３月期第１四半期 0.02 0.01
　　

（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 ％

29年３月期第１四半期 1,575 631 40.1

28年３月期 1,579 615 39.0
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 631百万円 28年３月期 615百万円
　　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

28年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 1,530 4.1 64 ― 70 ― 56 ― 1.90

通期 3,400 7.9 220 ― 230 ― 220 ― 7.48
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期１Ｑ 29,417,400株 28年３月期 29,417,400株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 8,679株 28年３月期 8,679株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 29,408,721株 28年３月期１Ｑ 29,408,721株
　
　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧くださ
い。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　情報サービス業界では、市場を牽引してきた金融機関のシステム統合やマイナンバー制度への対応に伴う大型のIT

投資は一段落してきたものの、社会インフラ領域、製造業関連領域、及び自動車関連領域などにおいて、クラウドや

ビッグデータ、ＩｏＴ／Ｍ２Ｍ（Internet of Things/Machine to Machine）など、新たな技術を利用したシステム開

発の需要が高まっております。

このような状況の中、当社グループでは、従来の主力ビジネスであり需要が低減しつつある通信関連のソフトウェ

ア開発から、社会インフラ関連のソフトウェア開発、自動車関連のソフトウェア開発、製造業・流通業関連のソフト

ウェア開発などへのシフトを進めております。ビジネス領域のシフトにあたっては、戦略的な受注活動を推進し、組

込みソフト開発力、通信関連ノウハウ、業務アプリケーション開発力から運用業務までの幅広い領域で、トータルソ

リューションを提供できるという、当社グループの特長が発揮できる開発案件の開拓に取り組んでまいりました。

これらの結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間における業績は以下の通りとなりました。

当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高792,166千円（前年同期比8.9％増加）、営業利益28,400千円（前年同

期は営業損失14,899千円）、経常利益31,125千円（前年同期は経常損失12,426千円）となり、親会社株主に帰属する

四半期純利益は、27,097千円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益654千円）となりました。

なお、当社グループの事業は、システム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とする単一セグメントであるた

め、セグメント情報の記載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

（資産の部）

当第１四半期連結会計期間末の資産の部は1,575,500千円であり、前連結会計年度末の1,579,522千円に比

べ、4,021千円減少しています。主な内訳は、現金及び預金37,711千円の増加、受取手形及び売掛金70,771千

円の減少及び預け金28,700千円の増加であります。

（負債の部）

当第１四半期連結会計期間末の負債の部は943,775千円であり、前連結会計年度末の963,553千円に比べ、

19,777千円減少しています。主な内訳は、支払手形及び買掛金41,285千円の減少、賞与引当金42,297千円の

減少及び流動負債のその他64,566千円の増加であります。

（純資産の部）

当第１四半期連結会計期間末の純資産は631,725千円であり、前連結会計年度末の615,969千円に比べ、

15,755千円増加しています。これは、その他有価証券評価差額金が11,342千円減少したものの、当第１四半

期会計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益27,097千円を計上したためです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年５月18日に発表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 (会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響はありません。

（４）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。

決算短信（宝印刷） 2016年08月09日 15時09分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



株式会社アイレックス(6944) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

4

３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 579,857 617,569

受取手形及び売掛金 500,299 429,528

仕掛品 16,296 16,272

預け金 150,260 178,960

その他 63,006 62,942

流動資産合計 1,309,720 1,305,272

固定資産

有形固定資産 68,168 67,970

無形固定資産 904 904

投資その他の資産

投資有価証券 161,742 160,642

その他 41,639 43,364

貸倒引当金 △2,654 △2,654

投資その他の資産合計 200,728 201,352

固定資産合計 269,802 270,228

資産合計 1,579,522 1,575,500

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 120,531 79,246

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 8,863 772

賞与引当金 88,387 46,090

その他 143,258 207,824

流動負債合計 561,041 533,933

固定負債

関係会社長期借入金 190,000 190,000

役員退職慰労引当金 3,537 3,046

退職給付に係る負債 205,940 213,999

その他 3,034 2,795

固定負債合計 402,512 409,842

負債合計 963,553 943,775

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 480,765 507,863

自己株式 △881 △881

株主資本合計 595,594 622,692

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 20,375 9,033

その他の包括利益累計額合計 20,375 9,033

純資産合計 615,969 631,725

負債純資産合計 1,579,522 1,575,500
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 727,138 792,166

売上原価 625,107 658,631

売上総利益 102,030 133,535

販売費及び一般管理費 116,930 105,134

営業利益又は営業損失（△） △14,899 28,400

営業外収益

受取配当金 2,104 2,096

受取賃貸料 1,222 1,222

その他 27 10

営業外収益合計 3,354 3,329

営業外費用

支払利息 881 604

営業外費用合計 881 604

経常利益又は経常損失（△） △12,426 31,125

特別利益

投資有価証券売却益 26,209 -

特別利益合計 26,209 -

税金等調整前四半期純利益 13,782 31,125

法人税等 13,128 4,028

四半期純利益 654 27,097

親会社株主に帰属する四半期純利益 654 27,097
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 654 27,097

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,516 △11,342

その他の包括利益合計 △5,516 △11,342

四半期包括利益 △4,862 15,755

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,862 15,755

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自

平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

当社グループは、システム開発並びにこれらの付随業務を事業内容とするシステム事業という単一セグメント

であります。会社別の利益分析等は行っておりますが、事業戦略の意思決定、経営資源の配分等は当社グループ

全体で行っているため、セグメント情報の開示は省略しております。
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