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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 20,587 2.4 345 0.2 365 0.6 13 ―

23年3月期第3四半期 20,101 3.3 344 21.5 363 29.2 △188 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △6百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △200百万円 （―％）

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3四半期 1.30 1.30
23年3月期第3四半期 △18.02 ―

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3四半期 12,279 7,767 62.9 745.44
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3四半期  7,728百万円 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  ：  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 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3Q 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3Q 132,101 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3Q 10,402,284 株 23年3月期3Q 10,435,492 株
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当第３四半期におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響から立ち直りつつありましたが、円高や

欧州の財政問題、タイの洪水による影響などのマイナス要因が増加したことなどにより、先行き不透明

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、企業の事業継続・災害対策見直しに向けた

クラウドサービスの拡充や、スマートフォンをはじめとするマルチデバイス対応などのシステム開発需

要の拡大があったものの、景気の先行き不安によって企業のIT支出が減少するなど、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、入力・事務の業務量が減少傾向にあるものの、メディカル系支援サ

ービスやソフトウェア販売、システム開発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。 

利益面では、システム開発の価格が下落し利益率が低下したものの、利益率の高いソフトウェア販売

が好調だったことやメディカル系支援サービスの利益が改善したことなどにより、営業利益、経常利益

ともに前年同期比微増となりました。また四半期純損益につきましては、法人税率引き下げに伴う繰延

税金資産の取り崩しが58百万円影響したものの、四半期純損失から四半期純利益に回復いたしました。

以上により、売上高は205億87百万円（前年同期比2.4％増）、営業利益は３億45百万円（前年同期比

0.2％増）、経常利益は３億65百万円（前年同期比0.6％増）、四半期純利益は13百万円（前年同期は１

億88百万円の四半期純損失）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、入力・事務の業務量が減少したことや保険会社の合

併関連業務が減少したことなどがあったものの、メディカル系支援サービスが引き続き伸長したことな

どから、売上高は126億83百万円（前年同期比0.8％増）となりました。 

ソフトウェアソリューション（SS）は、「TRILLIUM」導入サポートや周辺開発が好調に推移したこ

と、「Oracle CRM On Demand」関連サービスが当期から寄与しはじめたことなどから、売上高は13億58

百万円（前年同期比5.0％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・統合に伴うシステム開発・保守需要などが好調

を維持したことなどから、売上高は65億29百万円（前年同期比5.1％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16百万円（前年同期比14.8％減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、122億79百万円となり、前連結会計年度末比１億39

百万円の減少となりました。その主な減少原因は、受取手形及び売掛金の減少額３億64百万円、平成24

年度税制改正の影響等による繰延税金資産の減少額１億49百万円であり、主な増加要因は、リース資産

の増加額１億99百万円、現金及び預金の増加額１億57百万円であります。 

 なお、純資産は77億67百万円となり、自己資本比率は62.9％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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足元の景気につきましては、欧州の財政問題などによる世界経済の下押しリスクは解消されないもの

の、国内景気については政府による様々な復興支援策の後押しにより回復が進むものと予想されます。

こうした中、当社グループは、引き続き銀行の合併・統合需要に注力するとともに、決済関連サービ

スの推進や、「Oracle CRM On Demand」関連サービスの拡大などで、売上の確保を図ってまいります。

また、業務効率化や不採算業務の改善を推進することで利益の拡大を図ってまいります。 

連結業績予想につきましては、平成23年10月28日に公表いたしました連結業績予想から変更は行って

おりません。 

  

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

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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,322,429 2,479,918

受取手形及び売掛金 3,683,591 3,318,910

有価証券 301,303 201,367

仕掛品 437,490 530,547

原材料及び貯蔵品 10,258 11,301

繰延税金資産 621,639 480,887

その他 563,352 739,724

貸倒引当金 △17,335 △2,876

流動資産合計 7,922,729 7,759,780

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 409,029 402,092

機械装置及び運搬具（純額） 183,070 162,183

工具、器具及び備品（純額） 409,473 369,544

土地 205,976 205,976

リース資産（純額） 167,183 366,487

有形固定資産合計 1,374,733 1,506,283

無形固定資産

のれん 285,588 147,102

ソフトウエア 566,524 693,149

その他 280,601 212,966

無形固定資産合計 1,132,714 1,053,218

投資その他の資産

投資有価証券 432,756 412,715

敷金及び保証金 1,090,236 1,057,959

繰延税金資産 330,145 321,125

その他 136,596 169,609

貸倒引当金 △1,015 △1,323

投資その他の資産合計 1,988,718 1,960,086

固定資産合計 4,496,166 4,519,588

資産合計 12,418,896 12,279,368
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 398,054 332,256

短期借入金 － 300,000

未払費用 1,055,314 1,214,424

未払法人税等 348,368 64,411

賞与引当金 1,189,743 592,624

その他の引当金 5,000 2,000

その他 582,637 994,258

流動負債合計 3,579,118 3,499,976

固定負債

退職給付引当金 558,461 632,361

リース債務 147,181 325,096

その他 59,888 54,635

固定負債合計 765,531 1,012,093

負債合計 4,344,650 4,512,069

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 5,125,744

自己株式 △47,017 △117,390

株主資本合計 8,090,979 7,794,353

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 △65,675

その他の包括利益累計額合計 △45,908 △65,675

新株予約権 29,175 38,620

純資産合計 8,074,246 7,767,299

負債純資産合計 12,418,896 12,279,368
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 20,101,752 20,587,243

売上原価 16,788,175 17,292,871

売上総利益 3,313,576 3,294,372

販売費及び一般管理費 2,969,041 2,949,224

営業利益 344,534 345,148

営業外収益

受取利息 2,335 3,941

保険返戻金 2,737 2,193

貸倒引当金戻入額 3,525 13,849

その他 17,434 16,139

営業外収益合計 26,033 36,124

営業外費用

支払利息 3,933 6,121

開業費償却 1,551 －

支払補償費 － 3,095

事務所移転費用 － 4,264

その他 1,963 2,362

営業外費用合計 7,448 15,843

経常利益 363,120 365,428

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 5,345 11,758

投資有価証券評価損 6,638 1,816

事務所移転費用 104,349 －

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 244,902 13,575

税金等調整前四半期純利益 118,217 353,519

法人税、住民税及び事業税 203,182 186,208

法人税等調整額 106,188 153,769

法人税等合計 309,370 339,978

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△191,152 13,541

少数株主損失（△） △3,144 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △188,008 13,541
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△191,152 13,541

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,465 △19,766

その他の包括利益合計 △9,465 △19,766

四半期包括利益 △200,618 △6,225

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △197,473 △6,225

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。  

  

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。 

（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

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３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

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 12,269,437 61.2 12,219,238 59.5

ソフトウェアソリューション 1,347,015 6.7 1,317,209 6.4

システムインテグレーション 6,415,560 32.0 6,977,487 34.0

その他システム機器販売等 18,941 0.1 16,142 0.1

合計 20,050,954 100.0 20,530,078 100.0

（受注残高） （単位：千円）

サービス

前第３四半期連結会計期間末 当第３四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 8,116,059 68.1 7,706,726 65.0

ソフトウェアソリューション 1,336,558 11.2 1,344,103 11.4

システムインテグレーション 2,471,513 20.7 2,798,151 23.6

合計 11,924,131 100.0 11,848,980 100.0

②販売実績 （単位：千円）

サービス

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

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 12,577,673 62.6 12,683,047 61.6

ソフトウェアソリューション 1,293,054 6.4 1,358,077 6.6

システムインテグレーション 6,212,082 30.9 6,529,975 31.7

その他システム機器販売等 18,941 0.1 16,142 0.1

合計 20,101,752 100.0 20,587,243 100.0

(株)アグレックス（4799）平成24年３月期　第３四半期決算短信
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