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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 12,950 0.4 236 △35.7 227 △30.7 33 6.9
21年3月期第2四半期 12,893 ― 367 ― 329 ― 31 ―

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

22年3月期第2四半期 3.21 3.21
21年3月期第2四半期 3.01 3.01

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

22年3月期第2四半期 12,831 8,644 66.1 817.04
21年3月期 12,809 8,757 66.9 826.15

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,481百万円 21年3月期  8,575百万円

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

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

21年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00

22年3月期 ― 13.00

22年3月期 
（予想）

― 13.00 26.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 27,600 3.2 900 △13.6 900 △12.1 360 4.5 34.68



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  有  
(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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） 

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 

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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 10,500,000株 21年3月期  10,500,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  119,477株 21年3月期  119,477株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 10,380,523株 21年3月期第2四半期 10,380,595株



当第２四半期のわが国経済は、アジア圏向けの輸出増加や在庫調整の進展に伴い、生産面で持ち直し気運が見ら

れるものの依然として絶対水準は低く、雇用と設備の過剰感は拭えず、個人消費も低迷するなど、国内景気は厳し

い状況が続いております。 

 当社グループの属する情報サービス業界に関しては、顧客の一部で凍結案件を再開するなど前向きな動きも見ら

れるものの、投資案件の厳選傾向や需要減少による競争激化などにより、新規受注環境は一層厳しい状況になって

きております。 

 こうした環境の中、当社グループは、銀行・証券を中心とした金融機関向けのシステム開発や製造業向けの技術

者派遣が振るわなかったものの、BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）事業において、保険会社向けのマーケ

ティング支援業務等が好調に推移したことや、前期下期から子会社となった臨床試験支援を行うクロノバ株式会社

の売上が加わったことなどから、前年同期比増収となりました。 

 しかしながら、利益面については、売上単価の下落や販管費の増加に加え、クロノバ株式会社の赤字決算などが

響き、営業利益は減益となりました。 

 以上の結果、売上高は129億50百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は２億36百万円（前年同期比35.7％

減）、経常利益は２億27百万円（前年同期比30.7％減）、四半期純利益は33百万円（前年同期比6.9％増）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、個人消費の落ち込み等により、カード・信販や通信業界などから

の申込書処理を主体とした既存業務は低迷したものの、製薬会社向けの臨床試験支援業務や保険会社向けのマーケ

ティング支援業務等が伸長したこと、前期下期から子会社となったクロノバ株式会社の売上が加わったことなどに

より、売上高は81億22百万円（前年同期比9.6％増）となりました。 

 ソフトウェアソリューション（SS）は、パッケージ商品の導入先送り傾向が続く中、新商品の投入や「全国金融

機関コードマスター」のバージョンアップ等が功を奏し、CRM（Customer Relationship Management）系データベー

ス商品の販売は健闘したものの、名寄せツール「TRILLIUM」や製造業向けERP（Enterprise Resource Planning）商

品が不振だったことなどから、売上高は９億14百万円（前年同期比6.6％減）となりました。 

 システムインテグレーション（SI）は、銀行・証券を中心とした金融機関向けのシステム開発が減少したこと

や、子会社アグレックスファインテクノ株式会社で製造業向けの技術者派遣が不況により大きく落ち込んだことな

どから、売上高は38億95百万円（前年同期比13.3％減）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17百万円

（前年同期比52.7％増）となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、128億31百万円となり、前連結会計年度末比22百万円の増加とな

りました。その主な増加原因は、現金及び預金の増加額５億73百万円によるものであり、主な減少原因は、売掛金の

減少額４億１百万円であります。 

 なお、純資産は86億44百万円となり、自己資本比率は66.1％で、前連結会計年度末とほぼ同水準を維持しておりま

す。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は28億82百万円となり、前連結会計年度末と比較

して６億19百万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は７億97百万円の増加となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額

４億32百万円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額２億15百万円であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は20百万円の増加となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及

び償還による収入２億11百万円であり、主な減少要因は、無形固定資産取得による支出１億４百万円であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は１億97百万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５億50百万円であり、主な減少要因は、短期借入金の返済による支出５億80百万円であります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

景気は持ち直しつつあるとはいえ、経済活動の絶対水準はまだ低く、雇用や設備の過剰感が解消されておらず、

今年度の企業設備投資は前年を大きく下回る見通しとなっており、当面、厳しい状況が続くものと予想されます。 

 こうした中、当社グループを取り巻く環境も予断を許さない状況ではありますが、システム開発から業務運用ま

でワンストップで提供できる強みを武器に営業活動を強化し、損保業界における合併・統合や業法改正等に伴う需

要を的確に捕捉するなど、新規案件の受注と既存顧客の深耕に全力を挙げてまいります。併せて、一層のコスト削

減、生産性と稼働率の向上に取り組み、利益確保に努めてまいります。 

 なお、平成21年10月30日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

  該当事項はありません。  

  

  

 減価償却の方法として、定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっております。 

  

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

  受注制作のソフトウェア取引に係る収益の計上基準については、従来、完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四

半期連結会計期間に着手した受注制作のソフトウェア取引から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められるソフトウェア取引については進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、そ

の他のソフトウェア取引については完成基準を適用しております。  

 これによる売上高、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．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,826,044 2,252,057

受取手形及び売掛金 3,389,442 3,804,248

有価証券 301,029 200,921

仕掛品 412,511 201,924

原材料及び貯蔵品 14,237 9,587

繰延税金資産 622,758 615,263

その他 397,483 532,333

貸倒引当金 △16,706 △19,480

流動資産合計 7,946,801 7,596,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 388,951 374,594

機械装置及び運搬具（純額） 239,073 269,474

工具、器具及び備品（純額） 469,890 508,390

土地 205,976 205,976

その他（純額） 111,061 6,931

有形固定資産合計 1,414,954 1,365,368

無形固定資産   

のれん 718,665 838,667

ソフトウエア 446,823 479,885

その他 86,037 32,211

無形固定資産合計 1,251,526 1,350,764

投資その他の資産   

投資有価証券 520,003 799,069

敷金及び保証金 1,202,542 1,216,023

繰延税金資産 222,375 208,450

その他 320,598 319,937

貸倒引当金 △46,900 △46,907

投資その他の資産合計 2,218,619 2,496,574

固定資産合計 4,885,100 5,212,707

資産合計 12,831,902 12,809,564



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 306,038 395,127

短期借入金 235,960 282,560

未払費用 988,149 1,057,582

未払法人税等 249,902 178,191

賞与引当金 1,193,405 1,209,360

その他の引当金 6,410 14,240

その他 596,566 435,020

流動負債合計 3,576,433 3,572,082

固定負債   

長期借入金 13,500 21,480

退職給付引当金 428,475 380,468

その他 168,636 77,629

固定負債合計 610,611 479,578

負債合計 4,187,044 4,051,661

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 5,879,156 5,980,763

自己株式 △150,473 △150,473

株主資本合計 8,514,683 8,616,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △33,381 △40,376

評価・換算差額等合計 △33,381 △40,376

新株予約権 18,709 7,989

少数株主持分 144,846 173,999

純資産合計 8,644,857 8,757,903

負債純資産合計 12,831,902 12,809,564



（２）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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 12,893,636 12,950,737

売上原価 10,646,236 10,665,053

売上総利益 2,247,399 2,285,684

販売費及び一般管理費 1,879,802 2,049,456

営業利益 367,596 236,228

営業外収益   

受取利息 8,988 3,556

持分法による投資利益 － 1,151

保険返戻金 9,579 1,780

その他 12,712 19,137

営業外収益合計 31,280 25,626

営業外費用   

支払利息 4,288 4,972

持分法による投資損失 40,724 －

投資事業組合運用損 24,297 28,776

その他 516 143

営業外費用合計 69,828 33,892

経常利益 329,048 227,961

特別利益   

投資有価証券売却益 － 20,225

特別利益合計 － 20,225

特別損失   

固定資産除却損 13,280 4,333

投資有価証券評価損 16,080 801

事務所移転費用 92,958 37,956

その他 2,495 －

特別損失合計 124,814 43,090

税金等調整前四半期純利益 204,233 205,097

法人税、住民税及び事業税 152,468 221,211

法人税等調整額 20,563 △28,445

法人税等合計 173,032 192,765

少数株主損失（△） － △21,008

四半期純利益 31,201 33,339



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 204,233 205,097

減価償却費 189,558 266,809

のれん償却額 105,542 119,656

賞与引当金の増減額（△は減少） 43,754 △15,955

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,775 48,006

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,896 △2,780

受取利息及び受取配当金 △9,660 △4,926

支払利息 4,288 4,972

持分法による投資損益（△は益） 40,724 △1,151

固定資産除却損 45,065 12,192

売上債権の増減額（△は増加） 163,222 432,718

たな卸資産の増減額（△は増加） △127,427 △215,237

仕入債務の増減額（△は減少） △108,719 △89,088

未払費用の増減額（△は減少） △113,298 △71,646

未払消費税等の増減額（△は減少） △147,813 50,788

その他 △146,899 49,425

小計 236,242 788,880

利息及び配当金の受取額 9,325 4,873

利息の支払額 △4,288 △3,986

法人税等の還付額 － 168,372

法人税等の支払額 △704,471 △160,951

営業活動によるキャッシュ・フロー △463,192 797,188

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 △350,792 △103,733

無形固定資産の取得による支出 △141,832 △104,443

投資有価証券の取得による支出 △76,504 △25,995

投資有価証券の売却及び償還による収入 308,612 211,000

子会社株式の取得による支出 － △7,800

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

458,458 －

その他 130,102 51,599

投資活動によるキャッシュ・フロー 228,321 20,627

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 180,000 550,000

短期借入金の返済による支出 △230,000 △580,000

長期借入金の返済による支出 △51,264 △24,580

自己株式の取得による支出 △80 －

配当金の支払額 △135,684 △136,175

その他 － △7,087

財務活動によるキャッシュ・フロー △237,028 △197,842

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △471,900 619,973

現金及び現金同等物の期首残高 3,499,615 2,262,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,027,715 2,882,032



 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事業の

種類別セグメント情報を記載しておりません。 

  

  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載

しておりません。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間における海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載

を省略しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



四半期受注及び販売の状況 

①受注実績 

（受注高）                                       （単位：千円） 

（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） 

 （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） 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

６．その他の情報

サービス 

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 

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  8,644,258  62.2  8,606,162  63.0

ソフトウェアソリューション  1,054,502  7.6  873,465  6.4

システムインテグレーション  4,191,821  30.1  4,165,637  30.5

その他システム機器販売等  11,770  0.1  17,970  0.1

合計  13,902,352  100.0  13,663,236  100.0

サービス 

前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末 

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  8,169,588  65.0  8,304,954  69.3

ソフトウェアソリューション  1,374,601  11.0  1,310,186  10.9

システムインテグレーション  3,016,549  24.0  2,365,433  19.8

合計  12,560,739  100.0  11,980,574  100.0

サービス 

前第２四半期連結累計期間  当第２四半期連結累計期間 

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  7,410,559  57.5  8,122,470  62.7

ソフトウェアソリューション  979,733  7.6  914,893  7.1

システムインテグレーション  4,491,572  34.8  3,895,402  30.1

その他システム機器販売等  11,770  0.1  17,970  0.1

合計  12,893,636  100.0  12,950,737  100.0


	(株)アグレックス（4799）平成22年３月期　第２四半期決算短信: (株)アグレックス（4799）平成22年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


