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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９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 ％

28年３月期第２四半期 1,469 △15.2 △103 ― △100 ― △86 ―

27年３月期第２四半期 1,733 △6.4 9 △68.6 13 △59.5 △4 ―
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 △116百万円( ―％) 27年３月期第２四半期 33百万円( 72.3％)
　

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

28年３月期第２四半期 △2.96 ―

27年３月期第２四半期 △0.14 ―
　　

（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 ％

28年３月期第２四半期 1,582 599 37.8

27年３月期 1,697 715 42.2
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 599百万円 27年３月期 715百万円
　　　

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

27年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

28年３月期 ― 0.00

28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．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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
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

通期
3,480

～3,380
△2.2

～△5.0
△3

～△33
―

～―
4

～△26
△96.9
～―

3
～△27

△98.1
～―

0.10
～△0.92

(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) 28年３月期２Ｑ 29,417,400株 27年３月期 29,417,400株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 8,679株 27年３月期 8,679株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 29,408,721株 27年３月期２Ｑ 29,409,035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

　

当第２四半期連結累計期間における当社グループの属する情報サービス業界では、企業のIT投資動向の強まりを

反映して、社会インフラ関連、製造業関連及び自動車関連の各領域において、クラウドコンピューティングやビッ

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

発の需要がますます高まってきております。

上記の中、当社グループでは、一貫して従来の主力領域で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、自動車関連、製造業・流通業関連のソフトウェア開発への業務領域の拡大を図っております。しかしながら、

当第２四半期連結累計期間におきまして、本年３月に当社が受注しましたシステム構築受託プロジェクトにおいて

予定を大幅に上回る原価の発生が見込まれ、損失計上となることが明らかとなりましたので、当該プロジェクトの

今後の損失発生を現時点での見積原価をもとに算定し、受注損失引当金繰入額82,463千円を計上いたしました。こ

れらの結果、当第２四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２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,469,682千円（前年同期比15.2％減少）、営業損失103,150千円（前

年同期は営業利益9,125千円）、経常損失100,194千円（前年同期は経常利益13,171千円）となり、特別利益に投資有

価証券売却益26,209千円があったものの、親会社株主に帰属する四半期純損失は、86,967千円（前年同期は、親会

社株主に帰属する四半期純損失4,262千円）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２四半期連結会計期間末の資産の部は1,582,627千円であり、前連結会計年度末の1,697,053千円に比

べ、114,425千円減少しています。主な内訳は、現金及び預金110,549千円の減少、受取手形及び売掛金

41,983千円の減少及び、仕掛品38,653千円の増加であります。

（負債の部）

　当第２四半期連結会計期間末の負債の部は983,624千円であり、前連結会計年度末の981,554千円に比べ、

2,069千円増加しています。主な内訳は、受注損失引当金82,463千円の計上、支払手形及び買掛金29,261千円

の減少及び、未払法人税等18,567千円の減少であります。

（純資産の部）

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は599,003千円であり、前連結会計年度末の715,499千円に比べ、

116,495千円減少しています。これは、当第２四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純損失

86,967千円の計上及びその他有価証券評価差額金29,528千円の減少によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想の当四半期及び通期における修正につきましては、平成27年11月６日に公表いたしました「業績

予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。また、個別業績予想の当四半期及び通期における修正につき

ましてもあわせてご参照ください。
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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

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財

務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配

株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び

前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

なお、この変更による当第２四半期連結累計期間における影響額はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 718,650 608,101

受取手形及び売掛金 447,440 405,456

仕掛品 20,758 59,411

預け金 133,172 133,769

その他 45,662 56,555

流動資産合計 1,365,684 1,263,294

固定資産

有形固定資産 69,193 68,657

無形固定資産 904 904

投資その他の資産

投資有価証券 221,045 212,055

その他 42,880 40,369

貸倒引当金 △2,654 △2,654

投資その他の資産合計 261,271 249,770

固定資産合計 331,369 319,333

資産合計 1,697,053 1,582,627

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 119,321 90,059

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 24,767 6,199

賞与引当金 79,626 92,673

受注損失引当金 - 82,463

その他 167,321 114,549

流動負債合計 591,037 585,945

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 3,692 2,740

退職給付に係る負債 181,075 198,003

その他 15,750 6,935

固定負債合計 390,517 397,679

負債合計 981,554 983,624

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 517,101 430,134

自己株式 △881 △881

株主資本合計 631,930 544,962

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 83,568 54,040

その他の包括利益累計額合計 83,568 54,040

純資産合計 715,499 599,003

負債純資産合計 1,697,053 1,582,627

決算短信 （宝印刷）  2015年11月10日 13時44分 6ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社アイレックス(6944) 平成28年３月期 第２四半期決算短信

5

（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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 1,733,234 1,469,682

売上原価 1,459,540 1,347,130

売上総利益 273,693 122,552

販売費及び一般管理費 264,568 225,702

営業利益又は営業損失（△） 9,125 △103,150

営業外収益

受取利息 53 72

受取配当金 2,997 2,104

受取賃貸料 2,444 2,444

その他 637 106

営業外収益合計 6,132 4,728

営業外費用

支払利息 2,077 1,771

その他 10 -

営業外費用合計 2,087 1,771

経常利益又は経常損失（△） 13,171 △100,194

特別利益

投資有価証券売却益 19,123 26,209

特別利益合計 19,123 26,209

特別損失

課徴金 15,000 -

事業所閉鎖損失 7,565 -

固定資産除却損 - 6

特別損失合計 22,565 6

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（△）

9,729 △73,991

法人税等 13,991 12,975

四半期純損失（△） △4,262 △86,967

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △4,262 △86,967
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純損失（△） △4,262 △86,967

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 37,856 △29,528

その他の包括利益合計 37,856 △29,528

四半期包括利益 33,594 △116,495

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 33,594 △116,495

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２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成27年４月１日 至 平成27年９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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