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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 3,581 8.1 △53 ― △41 ― △36 ―
23年3月期第1四半期 3,312 △4.2 △89 ― △72 ― △43 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △30百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △47百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △7.55 ―
23年3月期第1四半期 △8.96 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 9,441 7,280 76.9
23年3月期 10,085 7,524 74.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,256百万円 23年3月期  7,500百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

23年3月期 ― 0.00 ― 45.00 45.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 45.00 45.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 8,690 △0.5 773 △9.8 803 △9.3 443 2.5 91.58
通期 17,922 2.3 1,644 0.3 1,695 0.1 954 14.3 197.11



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 1社 （社名） 株式会社カスタマーサービス・チェック 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 5,385,600 株 23年3月期 5,385,600 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 543,712 株 23年3月期 543,702 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,841,896 株 23年3月期1Q 4,841,998 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に企業収益の改善も見られましたが、

本年３月11日に発生した東日本大震災の影響等により、先行き不透明な状況で推移いたしました。

また、今後夏場の電力不足に対応した節電対策等、依然予断を許さない状況が続いております。 

 当社グループの主要顧客であります流通小売業界においても、震災直後の特需はあったものの、

節約および自粛ムードによる消費マインドの低下等により、厳しい経営環境が続いております。 

 国内棚卸サービスは、震災の影響による損害確定や直近在庫の確定を必要とする棚卸が増加し

たことにより、増収となりました。 

 海外棚卸サービスおよび人材派遣事業は堅調に推移したものの、当期から新規連結をしたカス

タマーサービス・チェック事業は経済状況を反映して厳しさが続いております。 

 これらの結果から、第１四半期連結累計期間における売上高は3,581百万円（前年同四半期比

8.1％増）、営業損失は53百万円（前年同四半期比36百万円の減少）、経常損失は41百万円（前

年同四半期比31百万円の減少）、四半期純損失は36百万円（前年同四半期比6百万円の減少）と

なりました。 

 当社グループの売上高の特徴として、国内棚卸サービスの閑散期である第１四半期連結会計期

間および第３四半期連結会計期間の売上高は少なく、国内の主要な顧客であります流通業界の決

算が集中する第２四半期連結会計期間および第４四半期連結会計期間は繁忙期となり売上高が多

くなる傾向があります。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 
当第１四半期連結会計期間末における総資産は9,441百万円（前連結会計年度比6.4％減）とな

りました。これは主として上述いたしました繁忙期と閑散期の売上格差に対応し売掛金が減少し
たことによるものです。 
 

（負債） 
当第１四半期連結会計期間末における総負債は2,160百万円（前連結会計年度比15.6％減）と

なりました。これは、主として未払法人税等の減少によるものです。 

 

（純資産） 
当第１四半期連結会計期間末における純資産は7,280百万円（前連結会計年度比3.2％減）とな

りました。これは、主として配当金の支払いにより、利益剰余金が減少したことによるもので
す。 
 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績経過は概ね計画通りの推移となっておりますので、現時点で

の通期の業績予想につきましては、平成23年５月10日に発表いたしました「平成23年３月期決算

短信」に記載の業績予想と変更はございません。 

 

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当第１四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

株式会社カスタマーサービス・チェックについては、当社グループにおいて重要性が増したこ
とにより、当第１四半期から連結の範囲に含めております。 
※株式会社カスタマーサービス・チェック 
 主な事業内容 カスタマーサービス・チェック事業 
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 資本関係   当社40％出資 
 
 
 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

 当連結会計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を採用しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,436,550 4,007,352 

受取手形及び売掛金 1,866,042 1,513,442 

貯蔵品 68,349 69,756 

その他 295,893 305,899 

貸倒引当金 △1,415 △600 

流動資産合計 6,665,420 5,895,851 

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,234,540 1,234,540 

その他（純額） 894,117 892,940 

有形固定資産合計 2,128,658 2,127,480 

無形固定資産 487,909 510,515 

投資その他の資産   

その他 812,575 916,634 

貸倒引当金 △8,837 △8,671 

投資その他の資産合計 803,738 907,962 

固定資産合計 3,420,306 3,545,958 

資産合計 10,085,726 9,441,810 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 20,000 20,000 

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000 

未払金 1,210,540 1,269,961 

未払法人税等 236,539 8,054 

賞与引当金 288,600 177,345 

役員賞与引当金 58,250 907 

その他 354,130 402,689 

流動負債合計 2,228,060 1,938,957 

固定負債   

長期借入金 165,000 150,000 

退職給付引当金 － 314 

債務保証損失引当金 80,000 － 

その他 87,681 71,714 

固定負債合計 332,681 222,028 

負債合計 2,560,741 2,160,986 

株式会社エイジス（４６５９）平成24年3月期　第１四半期決算短信

-4-



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 475,000 475,000 

資本剰余金 489,665 489,665 

利益剰余金 7,943,042 7,692,393 

自己株式 △1,307,889 △1,307,901 

株主資本合計 7,599,817 7,349,157 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △63,665 △60,965 

為替換算調整勘定 △35,350 △31,443 

その他の包括利益累計額合計 △99,015 △92,408 

少数株主持分 24,182 24,074 

純資産合計 7,524,984 7,280,823 

負債純資産合計 10,085,726 9,441,810 
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
  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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,312,761 3,581,169 

売上原価 2,693,803 2,868,978 

売上総利益 618,958 712,191 

販売費及び一般管理費 708,746 765,606 

営業損失（△） △89,788 △53,415 

営業外収益   

受取利息 885 814 

受取配当金 5,912 5,923 

受取賃貸料 9,360 5,014 

その他 8,995 4,730 

営業外収益合計 25,153 16,483 

営業外費用   

支払利息 754 683 

賃貸費用 6,653 2,876 

その他 890 581 

営業外費用合計 8,298 4,141 

経常損失（△） △72,933 △41,073 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 732 － 

特別利益合計 732 － 

特別損失   

災害による損失 － 9,992 

固定資産除却損 164 88 

投資有価証券評価損 2,999 － 

関係会社株式評価損 － 13,800 

特別損失合計 3,164 23,881 

税金等調整前四半期純損失（△） △75,365 △64,954 

法人税等 △31,890 △28,283 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △43,474 △36,671 

少数株主損失（△） △102 △107 

四半期純損失（△） △43,372 △36,563 
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 四半期連結包括利益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △43,474 △36,671 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,323 2,700 

為替換算調整勘定 △639 3,907 

その他の包括利益合計 △3,963 6,607 

四半期包括利益 △47,438 △30,063 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △47,335 △29,955 

少数株主に係る四半期包括利益 △102 △107 
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(３) 継続企業の前提に関する注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

 

 

(４) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

以上 
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