
 

 

平成 22 年４月 16 日 
各 位 

会 社 名 ア ゼ ア ス 株 式 会 社 
代 表 者 名 代表取締役社長 鈴 木 裕 生 

（コード番号：３１６１） 
問合せ先 常務取締役管理本部長 古 玉 賀 一 

（TEL. 03-3865-1311） 
 

 

 
大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 当社は、本日、平成 22 年 4 月 16 日に大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場に上場いたしました。

今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 なお、最近の決算情報等につきましては別添のとおりであり、平成 22 年 3 月 11 日公表のも

のと変更はありません。 
 

以  上 
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平成22年4月期 第3四半期決算短信 

  平成22年4月16日 

上 場 会 社 名 アゼアス株式会社 上場取引所 ＪＱ 

コ ー ド 番 号 3161 ＵＲＬ http://www.azearth.co.jp 

代 表 者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）鈴 木 裕 生 

問合せ先責任者 （役職名）常務取締役管理本部長 （氏名）古 玉 賀 一  ＴＥＬ(03)3865－1311 

  

(百万円未満切捨て) 

1. 平成22年4月期第3四半期の連結業績（平成21年5月1日～平成22年1月31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 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

 22年4月期第3四半期 8,719 ― 546 ― 541 ― 370 ― 

 21年4月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

 
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4月期第3四半期 76.29 ― 

 21年4月期第3四半期 ― ― 

 

 (2) 連結財政状態  
 

 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4月期第3四半期 7,762 4,416 56.9 908.62 

21年4月期 7,289 4,108 56.4 845.23 

 (参考) 自己資本 22年4月期第3四半期 4,416百万円 21年4月期 4,108百万円 

 

2. 配当の状況 

 1株当たり配当金 

 第1四半期末 第1四半期末 第3四半期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

21年4月期 ― ― ― 14.00 14.00 

22年4月期 ― ― ―   

23年4月期(予想)    14.00 14.00 

(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

3. 平成22年4月期の連結業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30日) 
(％表示は、通期は対前期) 

 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 11,131 111.5 586 174.9 549 162.4 377 228.5 76.91 

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

http://www.azearth.co.jp/�


 

― 2 ― 

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） 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更    ： 無 

  ② ①以外の変更           ： 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｡] 

 (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）  22年4月期第3四半期 5,085,401株  21年4月期     5,085,401株 

  ② 期末自己株式数  22年4月期第3四半期  224,678株  21年4月期      224,678株 

  ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間)  22年4月期第3四半期 4,860,723株  21年4月期第3四半期    ― 株 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に

不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる

場合があります。 

・1株当たり当期純利益につきましては、発行済株式数の期中平均株式数5,129,236株から期中平

均自己株式数224,678株を控除した数値により算出しております。 
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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による経済対策により、一部に回復の動

きが見られたものの依然先行きの不透明感があり、企業業績、個人消費とも低調に推移致しました。 

このような経営環境下、当社では主力事業であります防護服・環境資機材事業におきまして、新

型インフルエンザ対策用に官公庁等を中心として備蓄がすすみ需要が旺盛であり、またそれ以外の

分野におきましても、主力防護服商品について販売キャンペーンを実施したことが奏効し売上高

5,169,594千円と好調に推移しております。また官公庁向け案件は、入札案件となるため一般的に売

上総利益率が低くなる傾向にありますが、官公庁向け案件の中でも外注加工しております防護服製

品について一部工程の効率化により原価を抑えることができたため、営業利益は635,614千円となり

ました。 

たたみ資材事業については、新規住宅着工戸数の減少、個人消費の低迷等により引続き経営環境

が厳しい中、売上高は1,217,906千円となり、経費圧縮にも取り組んだ結果、営業利益は49,400千円

となりました。 

アパレル資材事業においては、景気低迷により消費者の生活防衛意識・節約志向が一層高まり、

衣料品の買い控えは顕著であり、また景気の低迷によるワーキング衣料の需要も低調のため引続き

厳しい状況が続いております。企業間の価格競争が激化しておりますが、売上高は2,331,851千円と

なり、経費圧縮にも取組み、営業利益は121,986千円となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,719,352千円、営業利益546,107千円、経常利

益541,855千円となりました。また、中国子会社である日里服装輔料（上海）有限公司の土地用途区

画変更による中国地方政府からの収用に伴う移転補償金103,898千円を特別利益に計上しております。

これにより、四半期純利益は370,840千円となりました。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.5％増加し、6,358,854

千円となりました。これは、受取手形及び売掛金が306,757千円、商品及び製品が333,577千円それ

ぞれ増加したことなどによります。 

当第３四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて5.2％減少し、1,403,969

千円となりました。これは、中国子会社の事務所の移転等により有形固定資産が33,185千円減少し

たこと及び繰延税金資産の取り崩しにより、投資その他の資産が40,394千円減少したことなどによ

ります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.9％増加し、2,821,883

千円となりました。これは、支払手形及び買掛金が209,777千円増加したこと及び1年内償還予定の

社債が100,000千円減少したことなどによります。 

当第３四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.0％増加し、524,381千

円となりました。これは、社債を100,000千円発行したことなどによります。 
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（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて7.5％増加し、

4,416,558千円となりました。これは、主として利益剰余金が301,176千円増加したことなどにより

ます。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計

年度末に比べ205,966千円減少し、当第３四半期連結会計期間末には、1,293,988千円となりました。 

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果支出した資金は76,078千円となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前

四半期純利益644,126千円、仕入債務の増加額209,984千円、移転補償金の受取額146,899千円

であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額304,668千円、たな卸資産の増加額460,081千円、

法人税等の支払額170,465千円であります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果支出した資金は34,090千円となりました。これは主に無形固定資産の取得

20,600千円、有形固定資産の取得12,779千円等によるものであります。 

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果支出した資金は、90,179千円となりました。これは主に短期借入金の純増額

63,000千円、長期借入金の借入30,000千円、社債発行98,090千円により資金が増加した一方、

社債の償還による支出140,000千円、長期借入金の返済73,220千円、配当金の支払68,050千円

による資金の減少があったからであります。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年４月期の連結業績予想につきましては、平成22年３月11日に公表致しました連結業績予

想に変更はありません。 

 

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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が第２四半期連結会計期間末に算定したものと著

しい変化がないと認められるため、第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見

積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
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 (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 棚卸資産の評価方法 

第１四半期連結会計期間より総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

から移動平均法による原価法（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。 

この変更は、新しい基幹システムを第１四半期連結会計期間より導入したことに伴い、より正

確な在庫管理を行うことで期間損益の適正化を図るために行ったものであります。 

この変更による損益への影響は、軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、該当箇所に記載しております。 
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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３四半期連結会計期間末 

(平成22年１月31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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,623,285 1,828,961 

受取手形及び売掛金    2,885,673 2,578,915 

商品及び製品 1,490,573 1,156,995 

原材料 293,272 163,548 

その他 76,984 94,727 

貸倒引当金 △10,935 △15,423 

流動資産合計 6,358,854 5,807,725 

固定資産   

有形固定資産    958,338    991,523 

無形固定資産 188,004 191,921 

投資その他の資産   

投資有価証券 122,961 119,915 

その他 162,417 196,199 

貸倒引当金 △27,752 △18,092 

投資その他の資産合計 257,626 298,021 

固定資産合計 1,403,969 1,481,466 

資産合計 7,762,823 7,289,192 
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(単位：千円) 

 
当第３四半期連結会計期間末 

(平成22年１月31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４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,332,049 2,122,272 

短期借入金 113,700 50,700 

1年内償還予定の社債 50,000 150,000 

1年内返済予定の長期借入金 39,464 85,528 

未払法人税等 147,528 101,157 

賞与引当金 23,095 54,100 

その他 116,046 126,759 

流動負債合計 2,821,883 2,690,517 

固定負債   

社債 230,000 170,000 

長期借入金 22,902 20,058 

退職給付引当金 169,059 185,725 

役員退職慰労引当金 102,420 114,450 

固定負債合計 524,381 490,233 

負債合計 3,346,264 3,180,751 

純資産の部   

株主資本   

資本金 671,445 671,445 

資本剰余金 821,833 821,833 

利益剰余金 2,952,274 2,651,098 

自己株式 △29,622 △29,622 

株主資本合計 4,415,931 4,114,754 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,871 10,822 

為替換算調整勘定 △10,243 △17,135 

評価・換算差額等合計 627 △6,313 

純資産合計 4,416,558 4,108,441 

負債純資産合計 7,762,823 7,289,192 
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(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円) 

 
当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
至 平成22年１月31日) 

売上高 8,719,352 

売上原価 7,002,586 

売上総利益 1,716,765 

販売費及び一般管理費    1,170,658 

営業利益 546,107 

営業外収益  

受取利息 1,015 

受取配当金 1,975 

受取賃貸料 2,000 

保険解約返戻金 2,082 

その他 3,531 

営業外収益合計 10,604 

営業外費用  

支払利息 4,128 

社債発行費 1,909 

為替差損 4,301 

上場関連費用 4,273 

その他 244 

営業外費用合計 14,856 

経常利益 541,855 

特別利益  

移転補償金 103,898 

特別利益合計 103,898 

特別損失  

固定資産売却損 91 

固定資産除却損 390 

減損損失 1,145 

特別損失合計 1,627 

税金等調整前四半期純利益 644,126 

法人税、住民税及び事業税 217,040 

法人税等調整額 56,245 

法人税等合計 273,286 

四半期純利益 370,840 
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

                          (単位：千円) 

 
当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年５月１日 
至 平成22年１月31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 644,126 

減価償却費 49,412 

減損損失 1,145 

貸倒引当金の増減額(△は減少) 5,137 

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,005 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,642 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,030 

受取利息及び受取配当金 △2,991 

支払利息 4,128 

為替差損益(△は益) △373 

移転補償金 △103,898 

売上債権の増減額(△は増加) △304,668 

たな卸資産の増減額(△は増加) △460,081 

仕入債務の増減額(△は減少) 209,984 

その他 △32,832 

小計 △50,586 

利息及び配当金の受取額 2,731 

利息の支払額 △4,658 

移転補償金の受取額 146,899 

法人税等の支払額 △170,465 

営業活動によるキャッシュ・フロー △76,078 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △2,693 

有形固定資産の取得による支出 △12,779 

有形固定資産の売却による収入 201 

無形固定資産の取得による支出 △20,600 

その他 1,781 

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,090 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額(△は減少) 63,000 

長期借入れによる収入 30,000 

長期借入金の返済による支出 △73,220 

社債の発行による収入 98,090 

社債の償還による支出 △140,000 

配当金の支払額 △68,050 

財務活動によるキャッシュ・フロー △90,179 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,617 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △205,966 

現金及び現金同等物の期首残高 1,499,954 

現金及び現金同等物の四半期末残高    1,293,988 
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 (4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成22年１月31日） 

該当事項はありません。 

 

 (5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年５月１日 至 平成22年１月31日) 

 

 
防護服･環境 
資機材事業
（千円） 

たたみ 
資材事業 
（千円） 

アパレル 
資材事業 
（千円） 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高       

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

5,169,594 1,217,906 2,331,851 8,719,352 ― 8,719,352 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

1,266 ― 1,830 3,096 (3,096) ― 

計 5,170,860 1,217,906 2,333,681 8,722,448 (3,096) 8,719,352 

営業利益 635,614 49,400 121,986 807,001 (260,894) 546,107 

  (注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 

（１）防護服・環境資機材事業…化学防護服、作業用防護服、防護用資機材の製造販売 

（２）たたみ資材事業……………畳表、各種畳材料の販売および畳下内装工事の施工 

（３）アパレル資材事業…………芯地、型カット品その他繊維副資材の製造販売 

３ 会計方針の変更 

（棚卸資産の評価方法） 

「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」に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間から総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）から移動

平均法による原価法（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。 

この結果、営業利益に与える影響は軽微であります。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年５月１日 至 平成22年１月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略し

ております。 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年５月１日 至 平成22年１月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

 

 (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年５月１日 至 平成22年１月31日) 

該当事項はありません。 
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