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(百万円未満切捨て)

１．2021年３月期第２四半期の業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（１）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 ％

2021年３月期第２四半期 1,371 △4.3 69 △6.7 102 31.6 93 17.2

2020年３月期第２四半期 1,433 △9.0 74 ― 77 ― 79 △80.3
　

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

2021年３月期第２四半期 31.80 23.11

2020年３月期第２四半期 17.78 11.54

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 1,936 788 40.7

2020年３月期 1,821 649 35.7

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 788百万円 2020年３月期 649百万円

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

2020年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2021年３月期 ― 0.00

2021年３月期(予想) ― 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
　

３．2021年３月期の業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 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

通期 3,000 0.9 250 2.5 255 2.5 240 0.9 81.61
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

　　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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 ： 無

　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

（３）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) 2021年３月期２Ｑ 2,941,740株 2020年３月期 2,941,740株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 1,098株 2020年３月期 1,098株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 2,940,642株 2020年３月期２Ｑ 2,940,691株
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。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。
　なお、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
「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

当社の事業分野である情報サービス市場における当第２四半期累計期間の概況につきましては、新型コロナウイ

ルスの感染状況は沈静化しておらず、感染拡大防止と経済活動の均衡を図ることは難しく、企業の経済活動の停滞

も長期化しております。コロナ禍の状況において、リモートワークを中心とした働き方も定着し、通信ネットワー

ク系開発投資、公共系デジタルトランスフォ－メーション関連投資への需要は今後活発化していくものと思われま

す。

　 このような事業環境下、当社の主要な事業領域である通信領域、クラウド関連領域では第２四半期においても安

定的に推移いたしました。社員の感染防止に配慮し、テレワーク等の勤務形態を可能な限り継続することで業績の

安定化を図ってまいりました。８月13日に発表しました2023年３月期の修正中期経営計画に従って通信・公共系領

域に経営資源を集中し、より効率的で安定した事業展開を行い業績の拡大と高収益な企業体質への変更を推進して

まいります。

　 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,371,621千円となり、前年同期比62,303千円（△4.3％）の減収

となりました。営業利益は69,351千円と前年同期比4,955千円（△6.7％）の減益となり、経常利益は雇用調整助成

金等29,158千円の受給により、102,188千円と前年同期比24,530千円（31.6％）の増益となりました。また、前事

業年度より継続して行っている保有株式の一部売却により投資有価証券売却損7,581千円を特別損失に計上した結

果、四半期純利益は93,518千円と前年同期比13,738千円（17.2％）の増益となりました。

なお、当社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

ごと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２四半期会計期間末の資産の部は1,936,709千円であり、前事業年度末の1,821,817千円に比べ、114,892千

円増加しています。主な内訳は現金及び預金248,839千円の増加、並びに預け金89,828千円、売掛金38,339千円の

それぞれ減少であります。

　 （負債の部）

当第２四半期会計期間末の負債の部は1,148,405千円であり、前事業年度末の1,171,931千円に比べ、23,525千

円減少しています。主な内訳は買掛金12,728千円、未払金14,477千円のそれぞれ減少、並びに退職給付引当金

11,320千円の増加であります。

（純資産の部）

当第２四半期会計期間末の純資産の部は788,303千円であり、前事業年度末の649,886千円に比べ、138,417千円

増加しています。主な内訳は四半期純利益93,518千円の計上、その他有価証券評価差額金44,899千円の増加であ

ります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年８月13日に発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 980,227 1,229,066

売掛金 359,903 321,564

仕掛品 455 18,013

前払費用 6,465 7,372

預け金 89,828 -

その他 59,865 13,430

流動資産合計 1,496,745 1,589,448

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 12,560 12,091

構築物（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 219 148

土地 64,185 64,185

有形固定資産合計 76,965 76,425

無形固定資産

電話加入権 904 904

無形固定資産合計 904 904

投資その他の資産

投資有価証券 136,659 170,136

繰延税金資産 92,895 82,775

その他 19,565 18,937

貸倒引当金 △1,919 △1,919

投資その他の資産合計 247,201 269,930

固定資産合計 325,071 347,260

資産合計 1,821,817 1,936,709

負債の部

流動負債

買掛金 69,270 56,542

短期借入金 200,000 200,000

未払金 27,874 13,396

未払費用 28,507 30,710

未払法人税等 1,694 664

預り金 6,624 6,777

賞与引当金 108,614 115,126

その他 50,856 35,445

流動負債合計 493,442 458,663

固定負債

関係会社長期借入金 190,000 190,000

退職給付引当金 480,623 491,944

役員退職慰労引当金 5,364 5,297

長期預り保証金 2,500 2,500

固定負債合計 678,488 689,741

負債合計 1,171,931 1,148,405

　



㈱アイレックス(6944) 2021年３月期第２四半期決算短信

4

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 80,000 80,000

資本剰余金

資本準備金 20,000 20,000

資本剰余金合計 20,000 20,000

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 10,000 10,000

繰越利益剰余金 533,377 626,896

利益剰余金合計 543,377 636,896

自己株式 △1,550 △1,550

株主資本合計 641,826 735,345

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,059 52,958

評価・換算差額等合計 8,059 52,958

純資産合計 649,886 788,303

負債純資産合計 1,821,817 1,936,709

　



㈱アイレックス(6944) 2021年３月期第２四半期決算短信

5

（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 1,433,924 1,371,621

売上原価 1,142,182 1,082,916

売上総利益 291,742 288,704

販売費及び一般管理費 217,435 219,353

営業利益 74,307 69,351

営業外収益

受取利息 6 5

受取配当金 3,062 2,659

受取賃貸料 2,688 2,269

助成金収入 - 29,158

その他 10 423

営業外収益合計 5,767 34,515

営業外費用

支払利息 1,151 1,227

賃貸費用 358 446

支払手数料 906 -

その他 0 5

営業外費用合計 2,417 1,678

経常利益 77,657 102,188

特別利益

投資有価証券売却益 3,138 -

特別利益合計 3,138 -

特別損失

投資有価証券売却損 - 7,581

特別損失合計 - 7,581

税引前四半期純利益 80,795 94,606

法人税、住民税及び事業税 1,015 1,088

法人税等合計 1,015 1,088

四半期純利益 79,780 93,518
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（３）四半期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。

（四半期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。

（会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

　 当社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

開示を省略しております。

（重要な後発事象）

　 該当事項はありません。

　


