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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】
 

回次
第41期

第３四半期
累計期間

第42期
第３四半期
累計期間

第41期

会計期間
自2018年４月１日
至2018年12月31日

自2019年４月１日
至2019年12月31日

自2018年４月１日
至2019年３月31日

売上高 (千円) 13,164,660 12,935,897 17,761,736

経常利益 (千円) 773,543 597,507 879,701

四半期（当期）純利益 (千円) 526,048 383,341 586,301

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) 3,660 13,177 14,826

資本金 (千円) 1,180,897 1,180,897 1,180,897

発行済株式総数 (株) 11,200,000 11,200,000 11,200,000

純資産額 (千円) 4,576,606 4,912,983 4,651,018

総資産額 (千円) 9,220,983 9,445,584 9,744,317

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

(円) 52.40 38.48 58.52

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 20.00

自己資本比率 (％) 49.6 52.0 47.7
 

　

回次
第41期

第３四半期
会計期間

第42期
第３四半期
会計期間

会計期間
自2018年10月１日
至2018年12月31日

自2019年10月１日
至2019年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 22.73 16.13
 

(注) １．当社は、四半期連結財務諸表を作成していないため、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

当社の属する情報サービス産業市場は、企業の人手不足や働き方改革への取り組みを背景とした生産性向上のた

めのＩＴ投資や、デジタル化による競争力強化を目的とした戦略的ＩＴ投資が堅調に推移していくことが見込まれ

ています。一方で、それらＩＴ需要に対応するための技術者の確保が重要な課題となっております。

このような市場環境のもと、当社は「中核事業の拡大」「事業基盤の強化」「次期成長事業の創出」を中期経営

方針として、３ヶ年の中期経営計画を策定し、営業体制強化、開発体制整備、案件対応力強化、ＤＸやブロック

チェーン技術等のデジタル化対応に取り組んできております。

また、注力事業である第三者検証サービスの拡販、自動車産業における車載組込みシステム開発分野の拡大、新

規事業創出を目指したブロックチェーン技術に関する顧客との共同研究などを引き続き推進しております。

当第３四半期累計期間での動向を品目別に見ますと、コンサルティング及びシステム・インテグレーション・

サービスでは、金融機関向けシステム検証案件や車載組込みシステム開発案件が堅調に推移し、化粧品会社向けの

システム開発案件などの受注が拡大しました。一方で、大手通信事業者向けのシステム検証案件、大手金融機関や

重工業メーカーのシステム開発案件などの収束をカバーするには至りませんでした。さらに開発から運用フェーズ

に移行した案件もあり、前年同期と比べて売上高は減少いたしました。また、システムマネージメントサービスに

おいては、運用設計や基盤構築案件の受注が拡大するなど売上高は増加いたしました。

この結果、当第３四半期累計期間の売上高は、12,935百万円（前年同期比1.7％減）となりました。

また、事業の選択と集中や業務改善を進めるなど事業基盤の強化に取り組んでまいりましたが、当社誕生20周年

対応に伴う営業活動や次期成長事業創出に向けた技術者教育や調査研究の為の費用が増加したことに加え、当第３

四半期会計期間は前年同期間と比べ売上高が減少したことにより、当第３四半期累計期間の利益面は、営業利益560

百万円（前年同期比23.9％減）、経常利益597百万円（同22.8％減）、四半期純利益383百万円（同27.1％減）とな

りました。

 
当第３四半期会計期間の末日における財政状態は、次のとおりであります。

（資産）

当第３四半期会計期間末における資産合計は9,445百万円となり、前事業年度末に比べ298百万円減少しまし

た。これは主に「有価証券」の減少200百万円、「投資有価証券」の増加97百万円、「現金及び預金」の減少91百

万円によるものであります。

（負債）

当第３四半期会計期間末における負債合計は4,532百万円となり、前事業年度末に比べ560百万円減少しまし

た。これは主に「賞与引当金」の減少538百万円、「未払法人税等」の減少152百万円、「その他」に含まれる

「未払費用」の増加119百万円、同じく「その他」に含まれる「預り金」の増加100百万円によるものでありま

す。

（純資産）

当第３四半期会計期間末における純資産合計は4,912百万円となり、前事業年度末に比べ261百万円増加しまし

た。これは主に「利益剰余金」の増加184百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は、前事業年度末の47.7％から52.0％となっております。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【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 50,000,000

計 50,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(2020年２月13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 11,200,000 11,200,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数
100株

計 11,200,000 11,200,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の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】

該当事項はありません。

 

(4) 【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
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2019年10月１日～
2019年12月31日

― 11,200,000 ― 1,180,897 ― 295,224
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(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2019年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2019年９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

― ―
1,238,900

完全議決権株式(その他)
普通株式

99,252 ―
9,925,200

単元未満株式
普通株式

― ―
35,900

発行済株式総数 11,200,000 ― ―

総株主の議決権 ― 99,252 ―
 

 
② 【自己株式等】

  2019年９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(％)

アイエックス・ナレッジ
㈱

東京都港区海岸三丁目
22番23号

1,238,900 ― 1,238,900 11.06

計 ― 1,238,900 ― 1,238,900 11.06
 

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

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、第３四半期会計期間(2019年10月１日から2019年12月

31日まで)及び第３四半期累計期間(2019年４月１日から2019年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責

任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(2019年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2019年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,655,130 3,563,955

  受取手形及び売掛金 2,607,477 2,530,419

  有価証券 200,000 -

  商品及び製品 485 10,750

  仕掛品 314,616 279,469

  その他 201,885 218,394

  流動資産合計 6,979,595 6,602,989

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 87,046 91,829

   車両運搬具及び工具器具備品（純額） 22,636 17,842

   土地 116,992 116,992

   有形固定資産合計 226,675 226,663

  無形固定資産   

   ソフトウエア 18,896 33,355

   その他 8,689 8,689

   無形固定資産合計 27,586 42,045

  投資その他の資産   

   投資有価証券 1,256,231 1,354,213

   繰延税金資産 958,936 924,360

   その他 295,291 295,312

   投資その他の資産合計 2,510,459 2,573,886

  固定資産合計 2,764,722 2,842,595

 資産合計 9,744,317 9,445,584
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(2019年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2019年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 610,667 551,331

  1年内返済予定の長期借入金 40,000 40,000

  未払金 384,165 378,062

  未払法人税等 214,567 61,726

  賞与引当金 990,698 451,841

  受注損失引当金 28,074 1,306

  その他 331,632 546,770

  流動負債合計 2,599,806 2,031,038

 固定負債   

  長期借入金 110,000 80,000

  退職給付引当金 2,283,696 2,322,085

  資産除去債務 63,596 63,276

  長期未払金 36,200 36,200

  固定負債合計 2,493,492 2,501,562

 負債合計 5,093,299 4,532,600

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,180,897 1,180,897

  資本剰余金 1,291,045 1,291,045

  利益剰余金 2,452,501 2,636,614

  自己株式 △479,567 △480,060

  株主資本合計 4,444,877 4,628,497

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 206,141 284,486

  評価・換算差額等合計 206,141 284,486

 純資産合計 4,651,018 4,912,983

負債純資産合計 9,744,317 9,445,584
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(2) 【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 13,164,660 12,935,897

売上原価 10,772,304 10,525,103

売上総利益 2,392,356 2,410,794

販売費及び一般管理費 1,656,121 1,850,207

営業利益 736,234 560,586

営業外収益   

 受取利息 423 2,887

 受取配当金 31,368 28,595

 投資事業組合運用益 1,335 1,028

 その他 6,660 5,721

 営業外収益合計 39,787 38,232

営業外費用   

 支払利息 1,284 527

 支払手数料 1,115 -

 為替差損 - 655

 雑損失 79 129

 営業外費用合計 2,478 1,312

経常利益 773,543 597,507

特別利益   

 固定資産売却益 30 2

 会員権売却益 460 50

 特別利益合計 491 52

特別損失   

 固定資産廃棄損 0 127

 投資有価証券評価損 - 30,335

 特別損失合計 0 30,463

税引前四半期純利益 774,034 567,096

法人税等 247,986 183,755

四半期純利益 526,048 383,341
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【注記事項】

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

減価償却費 25,844千円 24,517千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)

１．配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月21日
定時株主総会

普通株式 101,120 10 2018年３月31日 2018年６月22日 利益剰余金
 

　

 ２．株主資本の金額の著しい変動

 該当事項はありません。

 

当第３四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

１．配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月20日
定時株主総会

普通株式 199,228 20 2019年３月31日 2019年６月21日 利益剰余金
 

　(注)１株当たり配当額には誕生20周年記念配当10円が含まれております。

 
 ２．株主資本の金額の著しい変動

 該当事項はありません。

 
 

EDINET提出書類

アイエックス・ナレッジ株式会社(E04815)

四半期報告書

12/15



 

(持分法損益等)

 
前事業年度

(2019年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2019年12月31日)

関連会社に対する投資の金額 43,000千円 43,000千円

持分法を適用した場合の投資の金額 239,465 245,911
 

 

 
前第３四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

持分法を適用した場合の投資利益の金額 3,660 千円 13,177千円
 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、情報サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第３四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 52円40銭 38円48銭

 (算定上の基礎)   

 四半期純利益金額(千円) 526,048 383,341

 普通株主に帰属しない金額(千円) － －

 普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 526,048 383,341

 普通株式の期中平均株式数(千株) 10,038 9,961
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 
２ 【その他】

該当事項はありません。
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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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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2020年２月13日

アイエックス・ナレッジ株式会社

取締役会 御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 梅　　谷　　哲　　史 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 井   戸   志 　 生 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアイエックス・

ナレッジ株式会社の2019年４月１日から2020年３月31日までの第42期事業年度の第３四半期会計期間(2019年10月１日か

ら2019年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(2019年４月１日から2019年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期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四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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四半期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四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論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四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、アイエックス・ナレッジ株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同

日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

 

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．上記は四半期レビュー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（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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