
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月24日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 アグレックス 上場取引所 東 

コード番号 4799 URL http://www.agrex.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 上野 昌夫

問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 大條 光法 TEL 03-5321-9561

四半期報告書提出予定日 平成20年8月7日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 6,350 ― 158 ― 184 ― 58 ―

20年3月期第1四半期 6,084 ― 403 ― 381 ― 189 ―

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

21年3月期第1四半期 5.68 ―

20年3月期第1四半期 18.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 12,273 8,458 68.9 814.82
20年3月期 13,432 8,532 63.5 821.94

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,458百万円 20年3月期  8,532百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 12.00 ― 13.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 13.00 ― 13.00 26.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 13,900 ― 975 ― 975 ― 465 ― 44.79
通期 29,000 13.5 2,300 10.6 2,310 8.8 1,170 17.2 112.71

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)上記に記載した当期の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものです。予想に内在するさまざまな不確定要因や今後の事業運
営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  10,500,000株 20年3月期  10,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  119,427株 20年3月期  119,360株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  10,380,618株 20年3月期第1四半期  10,498,640株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第1四半期におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱と米国経済の後退懸念、エネルギー・原材料価格の高

騰などの影響を受けて、景気減速の様相を強めております。石油や食料品価格の上昇により、堅調だった個人消費が

鈍化し、原材料や輸送コストの上昇など、企業の収益環境は厳しさを増し、設備投資マインドも急速に冷え込んでま

いりました。

　当社グループの属する情報サービス業界に関しても、景況感の悪化により、製造業の一部や地方企業においてＩＴ

投資に慎重な動きが広がりつつありますが、金融業界などにおけるシステム開発投資は引き続き堅調に推移するもの

と見られます。

　こうしたなか、当社グループでは、商談は活況が続き、受注残高も確保しているものの、サービス開始に至るまで

のリードタイムが長引くなど、売上計上が第2四半期以降になるものが多く、当第1四半期は端境期に直面し、厳しい

スタートとなりました。なかでも製造業向けプロダクトの販売や地方での開発案件の受注などで苦戦を強いられまし

たが、保険・銀行・証券等を中心に豊富な開発案件を着実に吸収したことや新たに子会社として登録管理ネットワー

ク株式会社が加わったことなどにより、連結売上高については前年同期を上回る結果となりました。

　一方、本社移転や多摩地区2センターの統合・移転に伴う費用が発生したこと、利益率の高いプロダクト販売の出足

が鈍ったことなどにより、利益面については前年同期を下回る結果となっております。

　以上の結果、連結売上高は前年同期比4.4％増加し、63億50百万円、連結経常利益は前年同期比51.7％減少し、1億

84百万円、連結四半期純利益は前年同期比68.9％減少し、58百万円となりました。

（サービス別営業概況）

　ビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）は、カード・信販や通信業界等からの入力を主体とした業務量が市

場環境悪化の影響により、想定以上に落ち込んだものの、保険会社からの契約是正関連業務やこれに続く契約維持管

理業務の受託が次第に広がりを見せております。また、子会社登録管理ネットワーク株式会社の実績が加わった結果、

売上高は前年同期比9.1％増加し、37億71百万円となりました。

　ソフトウェアソリューション（ＳＳ）は、製造業向けプロダクト販売の出足が鈍ったことや、名寄せツール「ＴＲ

ＩＬＬＩＵＭ」が順調な商談状況にもかかわらず期中に売上計上できるものが少なかったことなどにより、売上高は

前年同期比12.7％減少し、4億56百万円となりました。

　システムインテグレーション（ＳＩ）は、景況感悪化により地方拠点が苦戦し、業種別には信販業界向けが低迷し

ているものの、保険・銀行・証券等を中心とした豊富な開発案件を着実に吸収し、売上高は前年同期比1.4％増加し、

21億17百万円となりました。

　その他システム機器販売等は、システム開発に付随する情報機器の販売と保険代理店収入で、売上高は前年同期比

70.8％減少し、4百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期における総資産は、122億73百万円となり、前連結会計年度末比11億58百万円の減少となりました。そ

の主な原因は、税金の支払等による現金預金の減少額11億58百万円によるものであります。

　なお、純資産は84億58百万円となり、自己資本比率は68.9％で、前連結会計年度末と比較して5.4ポイント改善しま

した。

　（キャッシュ・フローの状況）

　当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は23億40百万円となり、前連結会計年度と比較して11億

58百万円の減少となりました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は８億95百万円の減少となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額

３億78百万円であり、主な減少要因は、法人税等の支払額が７億３百万円、賞与引当金の減少額が５億92百万円等で

あります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２億５百万円の減少となりました。主な減少要因は有形固定資産の取得

による支出１億74百万円であります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は56百万円の減少となりました。主な増加要因は、短期借入れによる収入

１億80百万円であり、主な減少要因は配当金の支払額１億36百万円等によるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年5月13日の決算短信で発表しました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。
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４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。　

 

（２）簡便な会計処理及び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）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しており

ます。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

③ リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第13号　平成19年３月30

日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第16号

　平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から摘用す

ることができることになったことに伴い、平成20年４月1日以降にリース取引開始となる契約からこれらの会計基

準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,048,496 2,207,050

受取手形及び売掛金 3,035,254 3,360,870

有価証券 1,818,311 1,618,011

仕掛品 360,342 196,237

繰延税金資産 700,889 695,537

その他 339,037 284,271

貸倒引当金 △3,998 △4,480

流動資産合計 7,298,332 8,357,498

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 363,042 319,055

機械装置及び運搬具（純額） 38,533 －

工具、器具及び備品（純額） 466,447 389,376

土地 205,976 205,976

有形固定資産合計 1,073,999 914,407

無形固定資産   

のれん 865,420 918,191

ソフトウエア 350,705 375,088

その他 51,086 16,508

無形固定資産合計 1,267,212 1,309,788

投資その他の資産   

投資有価証券 1,067,738 1,142,198

敷金及び保証金 1,131,786 1,210,535

繰延税金資産 157,013 164,675

その他 277,704 333,474

貸倒引当金 △252 △356

投資その他の資産合計 2,633,990 2,850,527

固定資産合計 4,975,202 5,074,724

資産合計 12,273,535 13,432,222



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 392,865 526,161

未払費用 1,159,928 1,090,298

短期借入金 255,000 150,000

未払法人税等 37,213 737,952

賞与引当金 652,691 1,245,186

その他 900,055 696,635

流動負債合計 3,397,755 4,446,234

固定負債   

長期借入金 46,690 61,522

退職給付引当金 288,660 271,027

その他 82,174 121,187

固定負債合計 417,525 453,737

負債合計 3,815,280 4,899,971

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,292,192 1,292,192

資本剰余金 1,493,807 1,493,807

利益剰余金 5,830,162 5,906,199

自己株式 △150,436 △150,355

株主資本合計 8,465,726 8,541,843

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,471 △9,592

評価・換算差額等合計 △7,471 △9,592

純資産合計 8,458,254 8,532,250

負債純資産合計 12,273,535 13,432,222



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,350,529

売上原価 5,253,097

売上総利益 1,097,431

販売費及び一般管理費 938,471

営業利益 158,959

営業外収益  

受取利息 1,256

持分法による投資利益 15,238

その他 13,453

営業外収益合計 29,947

営業外費用  

支払利息 2,406

為替差損 2,295

営業外費用合計 4,701

経常利益 184,205

特別損失  

固定資産除却損 7,495

事務所移転費用 82,781

その他 5,056

特別損失合計 95,332

税金等調整前四半期純利益 88,873

法人税、住民税及び事業税 28,094

法人税等調整額 1,866

四半期純利益 58,912



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 88,873

減価償却費 89,337

のれん償却額 52,771

賞与引当金の増減額（△は減少） △592,495

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,633

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △95,555

持分法による投資損益（△は益） △15,238

貸倒引当金の増減額（△は減少） △585

受取利息及び受取配当金 △4,849

支払利息 2,406

固定資産除却損 39,280

売上債権の増減額（△は増加） 378,884

たな卸資産の増減額（△は増加） △164,423

仕入債務の増減額（△は減少） △133,296

未払費用の増減額（△は減少） 46,585

未払消費税等の増減額（△は減少） △64,876

その他 181,044

小計 △194,501

利息及び配当金の受取額 4,641

利息の支払額 △2,406

法人税等の支払額 △703,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △895,910

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △99,721

有形固定資産の取得による支出 △174,905

無形固定資産の取得による支出 △14,179

投資有価証券の取得による支出 △11,896

投資有価証券の売却による収入 2,370

その他 92,411

投資活動によるキャッシュ・フロー △205,922

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 180,000

短期借入金の返済による支出 △75,000

長期借入金の返済による支出 △25,672

自己株式の取得による支出 △80

配当金の支払額 △136,192

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,158,777

現金及び現金同等物の期首残高 3,499,615

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,340,837



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　該当事項はありません。　

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　該当事項はありません。　

 

ｃ．海外売上高

　該当事項はありません。　

 

（６）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。

－ 1 －



（７）四半期受注及び販売の状況

①受注実績

（受注高）
（単位：千円）

サービス

当四半期
（平成21年３月期　第1四半期）

 

　（参考）前期
（平成20年３月期）　

 

金額 金額
構成比（％） 構成比（％）

ビジネスプロセスアウトソーシング 4,409,637 63.4 14,315,568 53.2

ソフトウェアソリューション 584,118 8.4 2,429,632 9.0

システムインテグレーション 1,952,263 28.1 10,128,767 37.7

その他システム機器販売等 4,774 0.1 27,606 0.1

合計 6,950,794 100.0 26,901,575 100.0

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

（受注残高） （単位：千円）

サービス

当四半期末
（平成21年３月期　第1四半期末）

 

　（参考）前期
（平成20年３月期末）　

 

金額 金額
構成比（％） 構成比（％）

ビジネスプロセスアウトソーシング 7,573,528 62.3 6,935,890 60.0

ソフトウェアソリューション 1,427,221 11.8 1,299,831 11.3

システムインテグレーション 3,151,537 25.9 3,316,300 28.7

合計 12,152,286 100.0 11,552,022 100.0

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

②販売実績 （単位：千円）

サービス

当四半期
（平成21年３月期　第1四半期）

 

　（参考）前期
（平成20年３月期）　

 

金額 金額
構成比（％） 構成比（％）

ビジネスプロセスアウトソーシング 3,771,998 59.4 14,232,154 55.7

ソフトウェアソリューション 456,729 7.2 2,262,563 8.8

システムインテグレーション 2,117,027 33.3 9,036,091 35.4

その他システム機器販売等 4,774 0.1 27,606 0.1

合計 6,350,529 100.0 25,558,415 100.0

－ 2 －
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