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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 13,651 1.2 152 △47.5 173 △42.9 △8 ―

23年3月期第2四半期 13,494 4.2 290 23.1 304 33.5 △87 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △22百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △98百万円 （―％）

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2四半期 △0.79 ―

23年3月期第2四半期 △8.38 ―

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

24年3月期第2四半期 12,210 7,862 64.1 753.90
23年3月期 12,418 8,074 64.8 768.93

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,823百万円 23年3月期  8,045百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
24年3月期 ― 10.00

24年3月期（予想） ― 10.00 20.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 28,250 3.8 720 10.6 740 10.6 240 ― 23.04



(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）  ：  無  

(2) 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) 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報告書の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、金融商品取引法
に対する四半期報告書の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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 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2Q 10,500,000 株 23年3月期 10,500,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 122,101 株 23年3月期 37,341 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 10,417,320 株 23年3月期2Q 10,421,827 株
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当第２四半期におけるわが国の経済は、東日本大震災やその後の原発問題などで落ち込みましたが、

復旧・復興需要などを下支えとして上向きつつあります。しかしながら、まだ震災前のレベルまで回復

しておらず、加えて円高や欧州での財政問題等による海外の景気減速なども影響し、先行きについては

不透明な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ましては、クラウドサービスやディザスタリカバリー

対策によるIDCの利用増加などにより徐々に持ち直しつつあるものの、東日本大震災以降の業務量減少

や企業のIT投資抑制などにより、引き続き厳しい状況となりました。 

こうした中、当社グループでは、震災の影響などにより入力・事務業務が縮小したものの、メディカ

ル系支援サービスやシステム開発、ソフトウェア販売が伸長したことにより、売上高は前年同期比増収

となりました。 

一方、利益面では、入力・事務などの業務において稼働が落ち込み、粗利率が低下したことなどか

ら、営業利益、経常利益ともに前年同期比減益となるとともに、四半期純損失となりました。 

以上により、売上高は136億51百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益は１億52百万円（前年同期比

47.5％減）、経常利益は１億73百万円（前年同期比42.9％減）、四半期純損失８百万円（前年同期は87

百万円の四半期純損失）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、メディカル系支援サービスや決済・回収業務が伸長

したものの、震災の影響などにより保険やカード会社からの入力・事務業務が大きく減少したことなど

から、売上高は84億23百万円（前年同期比0.7％減）となりました。 

ソフトウェアソリューション（SS）は、「TRILLIUM」の周辺開発や、取り組みを強化しているクラウ

ドサービス「Oracle CRM On Demand」などが売上に寄与したことなどから、売上高は９億４百万円（前

年同期比7.4％増）となりました。 

システムインテグレーション（SI）は、銀行の合併・統合案件を含むシステム開発全般が好調を維持

したことなどから、売上高は43億14百万円（前年同期比3.8％増）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等で、売上

高は８百万円（前年同期比28.6％減）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、122億10百万円となり、前連結会計年度末比２億８

百万円の減少となりました。その主な減少原因は、現金預金の減少額３億４百万円、売掛金の減少額１

億77百万円、主な増加要因は、短期貸付金の増加額３億円であります。 

 なお、純資産は78億62百万円となり、自己資本比率は64.1％で、前連結会計年度末とほぼ同水準を維

持しております。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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第２四半期以降、震災復興による景気の持ち直しが進むものの、世界経済の先行き不安による円高維

持などの景気下押しリスクが解消されずに残っております。 

こうした中、当社グループは、震災の影響などによる落ち込みの回復に努めるとともに、引き続き銀

行の合併・統合需要などへの積極的な取り組みや、「Oracle CRM On Demand」や決済関連サービスなど

の新サービスの拡大で、売上・利益の確保を図ってまいります。   

また、当第３四半期において、今後の成長戦略や事業モデルを具現化するに適した事業運営体制を構

築するため、大幅な機構改革を実施いたしました。今後は新体制のもと、BPO、SS、SIの総合力を活か

し、よりお客様ニーズを追求した商品・サービスをご提供できるよう自己変革し、進化を続けてまいり

ます。 

連結業績予想につきましては、当第２四半期の減少を勘案し、平成23年5月10日に公表いたしました

連結業績予想から以下のとおり修正を行います。 

  

平成24年３月期通期連結業績予想の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

 
  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

◆連結 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

前回発表予想（A）  
百万円 
28,500 

百万円
750

百万円
750

百万円 
250

円 銭
23 89

今回修正予想（B） 28,250 720 740 240 23 04

増減額（B-A） △250 △30 △10 △10

増減率（％） △0.9 △4.0 △1.3 △4.0

（ご参考）前期実績 
（平成23年３月期）

27,228 650 669 △138 △13 26

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,322,429 2,017,658

受取手形及び売掛金 3,683,591 3,474,705

有価証券 301,303 201,346

仕掛品 437,490 475,129

原材料及び貯蔵品 10,258 11,130

繰延税金資産 621,639 614,502

その他 563,352 881,136

貸倒引当金 △17,335 △3,373

流動資産合計 7,922,729 7,672,236

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 409,029 403,131

機械装置及び運搬具（純額） 183,070 164,892

工具、器具及び備品（純額） 409,473 364,400

土地 205,976 205,976

リース資産（純額） 167,183 320,451

有形固定資産合計 1,374,733 1,458,852

無形固定資産

のれん 285,588 180,650

ソフトウエア 566,524 734,605

その他 280,601 171,152

無形固定資産合計 1,132,714 1,086,408

投資その他の資産

投資有価証券 432,756 416,693

敷金及び保証金 1,090,236 1,081,835

繰延税金資産 330,145 354,007

その他 136,596 141,888

貸倒引当金 △1,015 △1,323

投資その他の資産合計 1,988,718 1,993,101

固定資産合計 4,496,166 4,538,363

資産合計 12,418,896 12,210,599
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 398,054 329,878

未払費用 1,055,314 1,010,270

未払法人税等 348,368 211,432

賞与引当金 1,189,743 1,198,691

その他の引当金 5,000 2,000

その他 582,637 646,576

流動負債合計 3,579,118 3,398,849

固定負債

退職給付引当金 558,461 608,475

リース債務 147,181 286,163

その他 59,888 54,635

固定負債合計 765,531 949,274

負債合計 4,344,650 4,348,123

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 5,351,996 5,207,783

自己株式 △47,017 △110,034

株主資本合計 8,090,979 7,883,748

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △45,908 △59,893

その他の包括利益累計額合計 △45,908 △59,893

新株予約権 29,175 38,620

純資産合計 8,074,246 7,862,475

負債純資産合計 12,418,896 12,210,599
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 13,494,045 13,651,796

売上原価 11,208,403 11,499,912

売上総利益 2,285,641 2,151,884

販売費及び一般管理費 1,994,737 1,999,084

営業利益 290,904 152,799

営業外収益

受取利息 1,875 2,378

保険返戻金 2,408 1,746

貸倒引当金戻入額 2,933 13,352

その他 12,088 12,642

営業外収益合計 19,305 30,120

営業外費用

支払利息 2,502 3,471

持分法による投資損失 84 －

創立費償却 1,226 －

開業費償却 1,551 －

支払補償費 － 3,095

その他 599 2,488

営業外費用合計 5,964 9,055

経常利益 304,245 173,863

特別利益

固定資産売却益 － 1,666

特別利益合計 － 1,666

特別損失

固定資産除却損 1,987 8,973

投資有価証券評価損 6,638 1,816

事務所移転費用 64,118 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 110,538 －

減損損失 18,030 －

特別損失合計 201,313 10,790

税金等調整前四半期純利益 102,932 164,740

法人税、住民税及び事業税 300,049 182,169

法人税等調整額 △106,658 △9,230

法人税等合計 193,391 172,938

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △90,459 △8,198

少数株主損失（△） △3,144 －

四半期純損失（△） △87,314 △8,198

(株)アグレックス（4799）平成24年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △90,459 △8,198

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,612 △13,984

その他の包括利益合計 △7,612 △13,984

四半期包括利益 △98,071 △22,183

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △94,926 △22,183

少数株主に係る四半期包括利益 △3,144 －
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（自己株式の取得） 

当社は、平成23年10月28日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて

適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。 

１．理由         経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため 

２．取得する株式の種類  普通株式  

３．取得する株式の数   150,000株（上限） 

４．株式取得価額の総額  120,000千円（上限）      

５．自己株式取得の期間  平成23年11月１日～平成24年３月31日 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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①受注実績 

 
 (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
 (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 
 (注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

四半期受注及び販売の状況

（受注高） （単位：千円）

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 7,632,276 59.4 8,059,760 59.0

ソフトウェアソリューション 871,891 6.8 882,153 6.4

システムインテグレーション 4,336,668 33.7 4,708,637 34.5

その他システム機器販売等 12,588 0.1 8,994 0.1

合計 12,853,426 100.0 13,659,545 100.0

（受注残高） （単位：千円）

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 7,575,380 66.8 7,806,950 65.5

ソフトウェアソリューション 1,311,939 11.6 1,362,294 11.4

システムインテグレーション 2,446,990 21.6 2,744,649 23.1

合計 11,334,309 100.0 11,913,894 100.0

②販売実績 （単位：千円）

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 8,481,192 62.9 8,423,345 61.7

ソフトウェアソリューション 842,550 6.2 904,829 6.6

システムインテグレーション 4,157,713 30.8 4,314,627 31.6

その他システム機器販売等 12,588 0.1 8,994 0.1

合計 13,494,045 100.0 13,651,796 100.0
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