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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 12,314 4.4 437 △27.2 463 △27.2 183 △32.4
23年3月期第3四半期 11,800 △4.0 600 △31.4 637 △29.0 271 △44.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 197百万円 （△24.5％） 23年3月期第3四半期 261百万円 （―％）

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 37.92 ―
23年3月期第3四半期 56.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 9,367 7,411 78.9
23年3月期 10,085 7,524 74.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  7,387百万円 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 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 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、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 18,408 5.0 1,600 △2.3 1,635 △3.4 843 1.0 174.11



(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  

 （注）詳細は、【添付資料】３ページ「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」をご覧ください。 

(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  
（注）詳細は、【添付資料】３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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】３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 2社 （社名） 株式会社カスタマーサービス・チェック 
艾捷是(上海)商務服務有限公司

、 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 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3Q 543,782 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3Q 4,841,877 株 23年3月期3Q 4,841,971 株
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１．当四半期の連結業績等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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災

および東京電力福島第一原子力発電所における事故の影響等により、企業業績や雇用情勢の持ち直

しは見られるものの依然として厳しい状況で推移いたしました。また、欧米の財政問題、円高の進

行やタイの大洪水等により景気の先行きは不透明な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は、一部に企業業績の改善も見られる 

 ものの、引き続き流通小売業界全体での業態、業種を超える競争や先行き不安による消費マインド 

 の落ち込み等により、厳しい経営環境が続いております。 

 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

  ①国内棚卸サービス  

   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、また主要顧客の店舗増等により、売上高は10,601百万円（前年同四半期比0.8%増）、セ 

  グメント利益は502百万円（前年同四半期比15.9%減）となりました。 

   ②その他  

   海外棚卸サービスは、第２四半期連結会計期間から新規連結した艾捷是(上海)商務服務有限公 

  司およびAJIS (MALAYSIA) SDN. BHD.の２社を含め、事業全体として売上高は概ね堅調に推移して 

おりますが、利益面では販売費及び一般管理費をカバーするまでには至っておりません。 

   またリテイルサポートサービスについては、人材派遣事業は堅調に推移したものの、第１四半 

  期連結会計期間から新規連結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。売上高は1,712百万円（前年同四半期比33.6%増）、セグメント損失は74百 

  万円（前年同四半期比73百万円の損失の増加）となりました。 

 

これらの結果から、当第３四半期連結累計期間における売上高は12,314百万円（前年同四半期比

4.4％増）、営業利益は437百万円（前年同四半期比27.2％減）、経常利益は463百万円（前年同四

半期比27.2％減）、四半期純利益は183百万円（前年同四半期比32.4％減）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小売業界 

   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３四半期連結会計期間末における総資産は9,367百万円（前連結会計年度比7.1％減）とな

りました。これは、主として第３四半期連結会計期間は閑散期につき前連結会計年度と比較して

売掛金が減少したことによるものです。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における総負債は1,955百万円（前連結会計年度比23.6％減）と
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なりました。これは、主として閑散期による給与の未払金の減少および未払法人税等を納付した

ことによる減少です。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は7,411百万円（前連結会計年度比1.5％減）とな

りました。これは、主として第１四半期連結会計期間および第２四半期連結会計期間に連結の範

囲に含めた子会社の影響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３四半期連結会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10月27日に発表いたしました「平成24年3月期第２四半期 

 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） 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当社グループにおいて重要性が増したことにより、第１四半期連結会計期間から株式会社カス

タマーサービス・チェックを、第２四半期連結会計期間から艾捷是(上海)商務服務有限公司を連

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 

    資本関係   当社40％出資 

  ※艾捷是(上海)商務服務有限公司 

    主な事業内容 棚卸サービス 

    資本関係   当社100％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 4,436,550 4,121,064 

受取手形及び売掛金 1,866,042 1,224,768 

貯蔵品 68,349 62,474 

その他 295,893 450,287 

貸倒引当金 △1,415 △400 

流動資産合計 6,665,420 5,858,194 

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,234,540 1,234,540 

その他（純額） 894,117 825,870 

有形固定資産合計 2,128,658 2,060,411 

無形固定資産 487,909 518,067 

投資その他の資産   

その他 812,575 938,727 

貸倒引当金 △8,837 △8,060 

投資その他の資産合計 803,738 930,666 

固定資産合計 3,420,306 3,509,145 

資産合計 10,085,726 9,367,340 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 20,000 61,550 

1年内返済予定の長期借入金 60,000 60,000 

未払金 1,210,540 1,090,752 

未払法人税等 236,539 26,015 

賞与引当金 288,600 165,588 

役員賞与引当金 58,250 2,710 

その他 354,130 358,797 

流動負債合計 2,228,060 1,765,415 

固定負債   

長期借入金 165,000 120,000 

退職給付引当金 － 720 

債務保証損失引当金 80,000 － 

その他 87,681 69,850 

固定負債合計 332,681 190,571 

負債合計 2,560,741 1,955,986 

株式会社エイジス（４６５９）平成24年3月期　第３四半期決算短信

4



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31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 7,815,297 

自己株式 △1,307,889 △1,307,983 

株主資本合計 7,599,817 7,471,979 

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 △39,915 

為替換算調整勘定 △35,350 △45,040 

その他の包括利益累計額合計 △99,015 △84,956 

少数株主持分 24,182 24,330 

純資産合計 7,524,984 7,411,353 

負債純資産合計 10,085,726 9,367,340 
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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 11,800,558 12,314,322 

売上原価 9,090,836 9,526,830 

売上総利益 2,709,721 2,787,491 

販売費及び一般管理費 2,108,795 2,350,271 

営業利益 600,926 437,220 

営業外収益   

受取利息 3,083 2,724 

受取配当金 6,148 6,159 

受取賃貸料 32,594 15,597 

その他 18,848 15,982 

営業外収益合計 60,675 40,464 

営業外費用   

支払利息 2,080 3,414 

賃貸費用 21,169 9,159 

その他 1,250 1,353 

営業外費用合計 24,500 13,928 

経常利益 637,101 463,756 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,080 － 

特別利益合計 1,080 － 

特別損失   

災害による損失 － 10,483 

固定資産除却損 10,060 5,319 

投資有価証券評価損 2,999 47,138 

関係会社株式評価損 29,000 16,400 

減損損失 102,991 － 

債務保証損失引当金繰入額 10,000 － 

特別損失合計 155,052 79,341 

税金等調整前四半期純利益 483,128 384,414 

法人税等 211,502 200,665 

少数株主損益調整前四半期純利益 271,625 183,749 

少数株主利益 78 147 

四半期純利益 271,547 183,602 
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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 271,625 183,749 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,076 23,749 

為替換算調整勘定 △5,705 △9,690 

その他の包括利益合計 △9,782 14,059 

四半期包括利益 261,843 197,808 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 261,765 197,661 

少数株主に係る四半期包括利益 78 147 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 

(4)  セグメント情報等 

   Ⅰ 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） 

    １  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

国内棚卸サービス 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 10,518,115 10,518,115 1,282,443 11,800,558

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

10,324 10,324 14,326 24,650

計 10,528,439 10,528,439 1,296,769 11,825,209

セグメント利益又は損失
（△） 

597,485 597,485 △1,282 596,203

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外棚卸サービス及び人材派遣事

業を含んでおります。 

 

    ２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及 

     び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 597,485

「その他」の区分の損失（△） △1,282

セグメント間取引消去 4,723

四半期連結損益計算書の営業利益 600,926
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   Ⅱ 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） 

    １  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

国内棚卸サービス 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高  

  外部顧客への売上高 10,601,543 10,601,543 1,712,778 12,314,322

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

17,712 17,712 5,921 23,633

計 10,619,255 10,619,255 1,718,700 12,337,956

セグメント利益又は損失
（△） 

502,417 502,417 △74,320 428,096

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、海外棚卸サービス、およびリテイ

ルサポートサービスとして人材派遣事業ならびにカスタマーサービス・チェック事業を含んでおります。 

 

    ２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及 

     び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 502,417

「その他」の区分の損失（△） △74,320

セグメント間取引消去 9,123

四半期連結損益計算書の営業利益 437,220

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 

 

以上 
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