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アイエーグループ株式会社

カー用品事業 ブライダル事業 建設不動産事業

㈱ アイエー ㈱ アルカンシエル ㈱ アイディーエム

㈱ エフ・エム・
クラフト

㈱ IAG
コンストラクション

㈱ IDMobile
㈱ アイディーエム

パートナーズ

㈱ アイエー
マネージメント

サービス

㈱ アイエー
オートバックス

㈱ アルカンシエル
プロデュース

アイエーグループの構成

※ 2021年10月1日現在



事業展開

首都圏エリア

「オートバックス」

「スーパーオートバックス」
「テクノキューブ」
「アルカンシエル」
「フィールズ」
「コメダ珈琲」

首都圏・東北・東海・関西 合計 【グループ全社 69店舗】

「オートバックス」 40店舗 「スーパーオートバックス」 7店舗 「テクノキューブ」 12店舗

「アルカンシエル」 6店舗 「フィールズ」 1店舗 「コメダ珈琲」 3店舗

20店舗

4店舗
12店舗
2店舗
1店舗
3店舗

東海・関西エリア

「オートバックス」

「スーパーオートバックス」

「アルカンシエル」

※ 2021年10月1日現在

東北エリア

「オートバックス」

「スーパーオートバックス」

15店舗

2店舗

5店舗

1店舗

4店舗



事業展開

オートバックス海老名

カー用品事業

車買取・販売の強化新規出店

オートバックス秋田店



アルカンシエル ベリテ大阪グランドフィナーレ

事業展開

ブライダル事業

2005年の開業から10,000組以上のご

結婚式をお手伝いさせていただき、

2021年7月31日にグランドフィナーレを

迎えました。

数えきれない幸せの瞬間に立ち会え忘

れられない感動の時間をご一緒させて

いただきました全ての皆様へ

心から厚く御礼申し上げます。



建設不動産事業

事業展開

株式会社エイワ様 横浜支店新築工事

2021年9月期 施工事例
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決算概要

◆売上高は、17,005百万円と前年同期比16.6%の増収

◆営業利益は、402百万円（前年同期は1,019百万円の損失）

◆経常利益は、455百万円（前年同期は974百万円の損失）

※2022年3月期 第1四半期連結会計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。

2020年9月期

（百万円） 金額 金額 前年同期比（%）

売上高 14,582 17,005 116.6%

売上総利益 6,196 7,564 122.1%

販売管理費 7,215 7,162 99.3%

営業利益 ▲ 1,019 402 -

経常利益 ▲ 974 455 -

親会社株主に帰属する
四半期純利益

▲ 960 623 -

2021年9月期



セグメント情報

売上高 営業利益

前年同期比
（％）

前年同期比
（％）

14,582 ▲1,019 17,005 116.6 402 -

カー用品 12,339 207 12,763 103.4 37 17.9

ブライダル 598 ▲1,674 1,845 308.6 ▲304 -

建設不動産 1,660 456 2,375 143.1 629 137.9

その他 822 ▲10 836 101.6 39 -

連結調整 ▲837 1 ▲815 - 1 111.4

合計

2020年9月期 2021年9月期

（百万円）

売上高 営業利益



貸借対照表の主な増減

構成比 構成比

流動資産 11,740 39.3 39.5 66

固定資産 18,142 60.7 60.5 ▲ 85

資産合計 29,883 100.0 100.0 ▲ 18

流動負債 10,413 34.8 35.5 171

固定負債 7,492 25.1 22.8 ▲ 671

負債合計 17,906 59.9 58.3 ▲ 500

純資産合計 11,977 40.1 41.7 481

負債・純資産合計 29,883 100.0 100.0 ▲ 18

1株当たり純資産
（円）

自己資本比率（％） 39.7% 41.4%

18,057

29,864

10,585

6,820

17,406

12,458

29,864

2021年3月期 2021年9月期

7,972.88 8,351.70

11,807

（百万円：％）

2021年3月期 2021年9月期 比較
増減額



キャッシュフローサマリー

（百万円） 2020年9月期 2021年9月期

営業活動によるキャッシュフロー 58 703

投資活動によるキャッシュフロー ▲270 ▲273

財務活動によるキャッシュフロー 570 536

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,719 2,296

[キャッシュフローの主な内訳]

営業活動

投資活動

財務活動

⚫税金等調整前当期純利益（約6.2億円)による収入
⚫減価償却費（約4.3億円）による収入

⚫有形固定資産の取得（約3.2億円）による支出

⚫短期借入金の純増減（約13.1億円）による収入
⚫長期借入金の返済（約6.4億円）による支出



2022年3月期 業績予想
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2022年3月期業績予想

2022年3月期業績について

2020年3月期 2021年3月期
2022年3月期

業績予想

（百万円） 金 額 金 額
前期比
（％）

金 額
前期比
（％）

売 上 高 38,160 32,624 85.5% 34,500 105.8%

営 業 利 益 1,159 ▲652 - 1,300 -

経 常 利 益 1,297 ▲561 - 1,400 -

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 594 ▲2,209 - 1,000 -

◆ 新型コロナウイルス感染症の拡大が国内外で長期化する中、ワクチンや治療薬が普及し一定の効果が見られるようになる

までは個人や企業の活動が感染症の拡大状況により制限されることも考えられ、その先行きは非常に不透明な状況が続く

ものと予想されます。政府や各自治体の方針に従い感染症対策を講じながら事業活動を継続しており、今後もお客様と従

業員および関係者の安全・安心を確保しつつ社会に貢献してまいります。



本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証
するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化な
どにより、計画数値と異なる可能性があることにご留意ください。又、本資料は情報の提供のみ
を目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。

おわりに

経営企画室
TEL : 045-821-7500

お問合せ先


