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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

（注） 平成23年３月期第２四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率を記載して 
    おりません。 

(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 ％

25年3月期第2四半期 8,332 2.8 194 △58.6 230 △53.1 105 △64.6
24年3月期第2四半期 8,106 ― 469 ― 491 ― 298 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 111百万円 （△60.1％） 24年3月期第2四半期 279百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 21.57 ―
24年3月期第2四半期 60.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 14,687 9,817 63.7
24年3月期 14,742 9,799 63.3
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,353百万円 24年3月期  9,338百万円

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

24年3月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
25年3月期 ― 18.00
25年3月期（予想） ― 18.00 36.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 16,700 2.5 880 0.5 900 0.1 520 28.2 105.97



(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 

(注) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料 ３ページ 「２．サマリー情
報（注記事項）に関する事項 （1） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」 をご覧ください。 

(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※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については、添付資料の２ページ「１．当四半期決算に関する定性情報 （３）連結業績
予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、平成24年11月6日（火）に投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等については、開催後速やかに当社ホームページに掲
載する予定です。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 4,907,100 株 24年3月期 4,907,100 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 56 株 24年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,907,085 株 24年3月期2Q 4,907,100 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）におけるわが国の経済は、緩やかながら

景気回復の動きがみられたものの、欧州債務問題に端を発した世界的な景気減速、円高の長期化などの要因によ

り景気の先行きは、依然として不透明な状況で推移しました。 

当社グループが属します情報サービス産業においては、企業のＩＴ関連投資に緩やかな増加がみられるもの

の、景気の先行き不安に伴い企業のＩＴ関連投資への慎重な姿勢は依然として残っており、厳しい経営環境が続

いています。 

このような経営環境の下、当社グル－プは、平成24年３月にサービスを開始した新データセンターを活用した

データセンタービジネスを、新組織を組成して推進・強化してまいりました。また、当社グループの経営目標で

ある「持続的に成長可能な経営基盤の構築」に継続して取り組み、より強固なものとするため、今年度から2016

年度までの５年間を新たな計画期間とする経営計画を策定いたしました。 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、システム機器販売が堅調であったことなどにより、売上高

は8,332百万円（前年同期比2.8％増）となりました。利益面では、新データセンター稼働に伴う費用の増加や情

報処理サービスにおける機械費の増加等により、営業利益は194百万円（前年同期比58.6％減）、経常利益は230

百万円（前年同期比53.1％減）、四半期純利益は105百万円（同64.6％減）となりました。 

   

セグメント別の業績に関しては以下のとおりであります。 

   

（情報処理サービス） 

公共団体向け業務の一部契約終了や子会社の金融機関向け運用業務の減少に伴い、売上高は4,110百万円

（前年同期比2.8％減）、セグメント利益は、新データセンター稼働に伴う費用や機械費の増加等により、

309百万円（同64.5％減）となりました。 

   

（ソフトウエア開発） 

一般法人向け常駐開発の減少などにより、売上高は2,138百万円（前年同期比6.5％減）、セグメント利益

は、前年同期に一部ソフトウエア開発案件に係る引当金を計上していたことにより、前年同期と比べ187百万

円増加して、320百万円（同140.6％増）となりました。 

   

（その他情報サービス） 

公共団体向けパッケージソフト販売関連が減少したことなどにより、売上高は892百万円（前年同期比

10.0％減）、セグメント利益は53百万円（同48.9％減）となりました。 

   

（システム機器販売） 

公共団体及び一般法人顧客向け機器販売の大口受注などにより、売上高は1,189百万円（前年同期比98.9％

増）、セグメント利益は150百万円（同142.2％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、有形固定資産中のリース資産が前連結会計年度末比306百万円増

加した一方、未収入金等その他資産が190百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比55百万円減少し

て14,687百万円となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末比買掛金が117百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末比73百万円

減少して4,870百万円となりました。 

純資産合計は、利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末比18百万円増加して9,817百万円となりまし

た。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.3ポイント増加して63.7％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月11日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

ＡＧＳ株式会社(3648) 平成25年３月期　第２四半期決算短信

- 2 -



   

   

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ2,599千円増加しております。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,065,223 998,644 

受取手形及び売掛金 2,490,786 2,471,806 

有価証券 1,171,701 1,221,991 

商品 49,440 132,102 

仕掛品 61,972 135,925 

原材料及び貯蔵品 13,180 13,194 

その他 576,628 386,585 

貸倒引当金 △2,904 △3,201 

流動資産合計 5,426,029 5,357,048 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,448,494 3,375,464 

土地 1,572,515 1,572,515 

リース資産（純額） 946,635 1,252,838 

その他（純額） 686,730 571,957 

有形固定資産合計 6,654,375 6,772,775 

無形固定資産 1,060,459 983,971 

投資その他の資産   

その他 1,602,881 1,573,937 

貸倒引当金 △937 △76 

投資その他の資産合計 1,601,943 1,573,860 

固定資産合計 9,316,778 9,330,607 

資産合計 14,742,808 14,687,655 

負債の部   

流動負債   

買掛金 779,935 662,872 

リース債務 426,354 383,418 

未払法人税等 180,748 83,697 

受注損失引当金 6,431 5,605 

製品保証引当金 43,576 42,654 

その他 1,507,451 1,312,694 

流動負債合計 2,944,497 2,490,942 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

固定負債   

リース債務 1,105,273 1,438,693 

退職給付引当金 647,115 672,713 

長期未払金 197,791 220,254 

負ののれん 13,273 10,020 

その他 35,665 37,449 

固定負債合計 1,999,118 2,379,131 

負債合計 4,943,616 4,870,073 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,398,557 1,398,557 

資本剰余金 473,557 473,557 

利益剰余金 7,382,319 7,399,838 

自己株式 － △42 

株主資本合計 9,254,433 9,271,910 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 83,767 81,464 

その他の包括利益累計額合計 83,767 81,464 

少数株主持分 460,991 464,208 

純資産合計 9,799,191 9,817,582 

負債純資産合計 14,742,808 14,687,655 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,106,137 8,332,103 

売上原価 6,079,415 6,663,611 

売上総利益 2,026,722 1,668,492 

販売費及び一般管理費 1,557,020 1,474,086 

営業利益 469,701 194,405 

営業外収益   

受取利息 3,385 593 

受取配当金 17,528 16,922 

負ののれん償却額 3,252 3,252 

補助金収入 － 29,000 

その他 11,501 13,007 

営業外収益合計 35,667 62,775 

営業外費用   

支払利息 13,804 25,890 

その他 117 712 

営業外費用合計 13,921 26,603 

経常利益 491,447 230,577 

特別利益   

受取補償金 60,455 － 

特別利益合計 60,455 － 

特別損失   

固定資産除却損 4,614 15,573 

投資有価証券評価損 2,398 － 

その他 584 － 

特別損失合計 7,597 15,573 

税金等調整前四半期純利益 544,304 215,003 

法人税、住民税及び事業税 251,165 69,887 

法人税等調整額 △18,939 31,292 

法人税等合計 232,226 101,180 

少数株主損益調整前四半期純利益 312,078 113,823 

少数株主利益 13,326 7,976 

四半期純利益 298,752 105,846 

少数株主利益 13,326 7,976 

少数株主損益調整前四半期純利益 312,078 113,823 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △32,532 △2,302 

その他の包括利益合計 △32,532 △2,302 

四半期包括利益 279,546 111,520 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 266,219 103,543 

少数株主に係る四半期包括利益 13,326 7,976 
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  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（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
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