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1.  平成25年4月期の連結業績（平成24年5月1日～平成25年4月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年4月期 8,636 △20.6 129 △74.9 113 △78.0 39 △85.3
24年4月期 10,874 9.0 515 27.2 518 27.6 269 17.4

（注）包括利益 25年4月期 123百万円 （△52.3％） 24年4月期 259百万円 （25.1％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年4月期 6.68 6.68 0.8 1.5 1.5
24年4月期 45.75 45.54 5.3 6.8 4.7

（参考） 持分法投資損益 25年4月期  ―百万円 24年4月期  ―百万円

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

25年4月期 7,638 5,159 67.5 872.52
24年4月期 7,444 5,140 69.0 869.50

（参考） 自己資本   25年4月期  5,159百万円 24年4月期  5,140百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年4月期 831 △192 △40 1,809
24年4月期 223 △40 △141 1,190

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年4月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00 100 37.2 2.0
25年4月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00 100 254.3 2.0
26年4月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 39.2

3. 平成26年 4月期の連結業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 4,489 3.0 65 328.1 66 ― 39 ― 6.67
通期 9,478 9.7 259 100.8 262 130.5 150 281.9 25.53



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、添付資料19ページ「（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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4月期 6,085,401 株 24年4月期 6,085,401 株
② 期末自己株式数 25年4月期 171,796 株 24年4月期 173,757 株
③ 期中平均株式数 25年4月期 5,913,511 株 24年4月期 5,892,441 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年4月期の個別業績（平成24年5月1日～平成25年4月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年4月期 7,787 △21.7 118 △74.9 153 △69.7 80 △69.6
24年4月期 9,942 9.4 473 29.6 507 24.7 265 12.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年4月期 13.66 13.66
24年4月期 45.12 44.91

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

25年4月期 7,252 4,966 68.5 839.81
24年4月期 7,117 4,956 69.6 838.38

（参考） 自己資本 25年4月期  4,966百万円 24年4月期  4,956百万円

2. 平成26年 4月期の個別業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き
は終了しておりません。 

※ 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、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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、添付資料2ページ「（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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) 3,905 0.4 49 ― 61 156.2 38 362.0 6.59
通期 8,230 5.7 225 89.7 239 55.8 136 68.9 23.08
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当連結会計年度におけるわが国経済は、復興関連需要等により一部において回復の兆しが見られたも

のの、長引く欧州債務危機や新興国経済の減速懸念等の影響により、景気の先行きは不透明な状況で推

移しておりましたが、昨年12月の政権交代を機に円高是正や株式市場の活性化が進展し、景気回復への

期待感が高まりつつあります。 

このような環境下、当社グループは、平成24年６月に東京証券取引所第二部への上場を果たし、引続

き当社グループの社会的責任を果たすべく取組んでまいりました。しかしながら、当連結会計年度にお

いては、震災の復興需要が、やや落ち着いて推移したことに加え、前半期の景気低迷の影響によりいず

れの事業におきましても需要が低調に推移しました。また利益面では、年金制度変更に伴う退職給付費

用、上場関連費用、本社建替えに伴う取壊費用等特別な要因による費用が集中しました。これにより当

連結会計年度の売上高は、8,636百万円（前年同期比20.6％減）、営業利益は129百万円（前年同期比

74.9％減）、経常利益は113百万円（前年同期比78.0％減）、当期純利益は39百万円（前年同期比

85.3％減）となり減収減益となりました。 

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

防護服・環境資機材事業につきましては、引続き福島第一原子力発電所の事故対応をはじめとする震

災関連の復旧作業への対応、タイベック®防護服を中心とする化学防護服の新規需要開拓を進めてまい

りました。しかし、震災復旧需要が一巡し、官公庁の防護服備蓄対応も概ね一巡したことから売上高

は、3,962百万円（前年同期比24.7％減）、セグメント利益（営業利益）は、354百万円（前年同期比

44.5％減）と減収減益となりました。引続き福島第一原子力発電所周辺の除染、がれき撤去活動等、被

災地の支援については、当社グループの社会的使命と認識し、対処してまいります。また、新製品とし

て、デュポン㈱、興研㈱との共同事業による新製品（熱中症対策製品／クールブローウェアＣＢ１）を

平成25年４月に市場へ投入しており、今後順次売上への寄与が出てくるものと思われます。 

たたみ資材事業におきましては、主力資材であるボードの仕入先の１社が期中に生産を終了したた

め、代替品の準備を進めましたが、供給面や商流面で制約を受けました。また、輸入畳表については供

給過多となり、流通段階での在庫も過剰であったために、市場相場が下落傾向となりました。このため

顧客が更なる相場下落の予想から購入を抑制する動きも出て、販売面で苦戦する状況となりました。こ

の結果、たたみ資材事業の売上高は1,859百万円（前年同期比17.5％減）、セグメント利益（営業利

益）は65百万円（前年同期比55.7％減）となり減収減益となりました。 

アパレル資材事業におきましては、従来から縫製の海外シフトが進むカジュアル、スポーツ分野に加

え、前連結会計年度は比較的過剰生産となったユニフォーム分野と学生服分野で共に在庫過多のため生

産減となり、全ての分野で減収となりました。しかし利益面では前連結会計年度は、価格が高騰した綿

やポリエステル相場も落ち着きを取り戻した上、西日本物流センターへの物流集約による経費削減効果

もあり若干の増益とすることができました。この結果、アパレル資材事業の売上高は1,957百万円（前

年同期比19.2％減）、セグメント利益（営業利益）は116百万円（前年同期比7.2％増）の減収増益とな

りました。 

なお、報告セグメントに配分していない一般管理費の全社費用は417百万円であり、営業外費用に計

上した上場関連費用は22百万円、特別損失に計上した本社社屋建替えに伴う固定資産除却損は12百万円

であります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績
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わが国の経済の見通しにつきましては、新政権による経済政策、金融政策への期待感から景気の改善

の動きは見られるものの、依然として欧州債務危機や新興国経済の減速懸念等があり、本格的な景気改

善とまでは判断できない状況が続くことが予想されます。また福島第一原子力発電所の復旧作業も長期

化する一方で、今後の国の電力政策によっては、原子力発電所の位置付けも大きく変わる可能性があり

ます。 

主力事業であります防護服・環境資機材事業におきましては、引続き被災地の復興作業における需要

に対応し、当社グループの社会的責任を果たしてまいります。また、新社屋において商品開発機能を強

化し、他社との共同事業による新製品や当社の企画力を活かした魅力ある商品づくりに取組み、一般産

業分野におきましても販売の強化を図ってまいります。 

次期（平成26年４月期）の業績見通しにつきましては、連結売上高9,478百万円、連結営業利益259百

万円、連結経常利益262百万円、連結当期純利益150百万円を見込んでおります。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.0％減少し、5,863百万円となりました。これは、主とし

て受取手形及び売掛金が674百万円減少し、現金及び預金が538百万円増加したことなどによります。

  固定資産は、前連結会計年度末に比べて26.6％増加し、1,775百万円となりました。これは、主と

して本社社屋建替えに伴う建設仮勘定の増加などにより有形固定資産が343百万円増加、ソフトウエ

ア等の償却などにより無形固定資産が21百万円減少、投資有価証券の評価額上昇などにより投資その

他の資産が51百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて2.6％増加し、7,638百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.7％増加し、1,976百万円となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が42百万円増加、未払法人税等が88百万円減少、本社社屋の建設費用の支払日

未到来分などにより未払金が132百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて26.0％増加し、501百万円となりました。これは、主とし

て社債が50百万円増加、年金制度設計変更の影響等で退職給付引当金が46百万円増加したことなどに

よります。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.4％増加し、5,159百万円となりました。これは、主と

して配当等で利益剰余金が65百万円減少し、投資有価証券の評価額上昇や対人民元の円安の影響でそ

の他の包括利益累計額が83百万円増加したことなどによります。 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて

618百万円増加し、当連結会計年度末には1,809百万円となりました。 

 営業活動の結果獲得した資金は、831百万円（前連結会計年度は、223百万円の獲得）となりまし

②今後の見通し

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（イ）資産

（ロ）負債

（ハ）純資産

②キャッシュ・フローの状況

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー
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た。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益97百万円、売上債権の減少720百万円、たな卸資産

の減少68百万円等であります。支出の主な内訳は、法人税等の支払額152百万円等であります。 

投資活動の結果支出した資金は、192百万円（前連結会計年度は、40百万円の支出）となりまし

た。支出の主な内訳は、本社社屋建替えに伴う建設仮勘定や岡山工場の機械装置など有形固定資産の

取得による支出244百万円等であります。 

財務活動の結果支出した資金は、40百万円（前連結会計年度は、141百万円の支出）となりまし

た。支出の主な内訳は、社債の償還による支出40百万円、配当金の支払額99百万円等であります。収

入の主な内訳は、社債の発行による収入98百万円等であります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としてお

ります。 

（注５）平成23年４月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについて

は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、記載を省略しております。 

  

当社は、株主への利益還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な

配当を行うことを基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。なお、当社は、会社法第

454条第５項の規定に基づき、中間配当をすることができる旨定款で定めております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

また、平成24年６月に東京証券取引所市場第二部に上場することができました。これもひとえに株主様

はじめ、関係各位のご支援の賜物と心から感謝申し上げます。 

当事業年度の剰余金の配当につきましては、株主の皆様の日ごろのご支援にお応えするために、予定を

変更することなく一株当たり17.00円の配当を実施したく、平成25年７月下旬開催予定の第72期定時株主

総会にお諮りする予定であります。 

また次期の年間配当金につきましては、１株当たり10.00円とさせていただく予定であります。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー

平成21年４月期 平成22年４月期 平成23年４月期 平成24年４月期 平成25年４月期

自己資本比率 (%) 56.4 63.2 63.4 69.0 67.5

時価ベースの自己資本比率 (%) ― 34.2 44.5 44.2 37.3

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率 (%)

68.0 2,794.1 ― 82.1 29.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ (倍)

121.0 2.5 ― 65.7 372.1

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

アゼアス㈱　（3161）　平成25年４月期　決算短信

－ 4 －



  

当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

  当社の主力製品及び商品であるタイベック®製防護服は現状国内において当社がほぼ独占的に取扱い

していますが、納入数量、価格等に関する長期納入契約は締結されておりません。主要仕入先である

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ株式会社（米国デュポン社の日本法人であるデュポン株式

会社及び旭化成せんい株式会社の合弁会社）との取引関係は極めて良好でありますが、何らかの事情に

より製品及び商品の継続供給に支障をきたした場合や、同社より取引条件の変更を求められた場合は、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 防護服・環境資機材事業につきましては、環境安全に係る問題の発生や、環境安全に関する関心の高

まりが、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。新型インフルエンザ、鳥インフルエンザのような

何らかの衛生問題やアスベスト問題等の環境、安全に関する問題などが発生した場合は、特定の事業年

度だけ売上及び利益が増加し翌年度は反動が生じる可能性があります。 

 過去の実例では、アスベスト問題により第65期（平成18年４月期）に、また、新型インフルエンザ問

題により第69期（平成22年４月期）に、東日本大震災直後の復興需要により第71期（平成24年４月期）

に当社が扱う防護服資機材等の需要が増加し、業績が好調に推移しましたが、翌期は問題の沈静化によ

り、需要が急減することとなりました。 

当社製品及び商品の欠陥により製造物責任訴訟を提訴された場合を想定して、製造物責任保険に加入

していますが、この保険は無制限に当社の賠償負担を担保するものではありません。製造物責任に係る

多額の負担金の支払等により、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響が及ぶ可能性があります。 

当社はISO9001に準拠した厳格な品質マネジメントシステムに基づく品質管理体制を構築しておりま

す。ただし、取扱い製品及び商品について予期せぬ要因により日本工業規格、厚生労働省国家検定規格

に不適合となった場合、法規制の改正により当社製品及び商品が規制に適合しなくなった場合、並びに

当社製品及び商品の欠陥及び故障が発生した場合は、回収費用、クレーム対応費用、補修費用等の追加

コストを負担すること等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。またこれに係る業績悪

化によるレピュテーションリスクの可能性もあります。 

洋風化による消費者の畳離れに加え、建設不況による住宅着工数の減少の影響等により、たたみ資材

事業の業界における需要が縮小傾向にあります。当社は、都市部に重点を置き、縮小するマーケットに

おいてシェア拡大に向けた取組みを行っておりますが、当該取り組みが不十分でマーケットにおけるシ

ェアが拡大しない場合は、たたみ資材事業の業績が減収により悪化する可能性があります。 

  アパレル業界においては、中国を中心としたアジア地区へ取引先の拠点が移転しており、国内マーケ

ットは縮小傾向にあります。当社では、中国子会社との連携により、中国等へ拠点を移転した日系企業

（４）事業等のリスク

①防護服・環境資機材事業について

②特需による業績変動リスク

③製品及び商品に対する賠償責任について

④品質管理について

⑤たたみ資材事業の需要動向について

⑥アパレル資材事業の需要動向について
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に対する売上増加に取り組んでおりますが、ファッション性、価格、品質等において取引先ニーズへの

対応が不十分で売上が増加しない場合にはアパレル資材事業の業績が悪化する可能性があります。 

各事業とも中国に仕入先を擁しており、防護服・環境資機材事業においては、防護服の外注加工委託

先を擁し、たたみ資材事業においても中国産畳表の仕入先は重要な位置付けにあります。中国国内の情

勢に変化があった場合、各事業の仕入価格や仕入体制に影響を及ぼす可能性があります。またアパレル

資材事業においては、中国の子会社と連携して営業活動を行っており、政情不安、反日感情の高まり、

経済環境の悪化、当局の都市開発政策による立退き命令及び人件費の高騰等の不測の事態の発生により

子会社の運営に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しております。当該会計基準では、それぞれの固

定資産について回収可能性を測定し、回収可能額が帳簿価額を下回る場合、その差額を減損損失として

認識することとされております。現時点で遊休資産以外の資産において具体的に減損損失を認識する事

実はありませんが、今後特定の事業の業績が悪化し回収可能額が帳簿価額を下回った場合は、減損会計

の適用により、当社の財政状態及び経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 当社の製造・販売拠点が、地震、火災、テロ攻撃等の災害により、物的・人的被害を受けた場合、当

社の営業活動に影響を与え、当社財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは、当社、連結子会社（日里服装輔料（上海）有限公司、日里服装輔料（大連）有限公

司、大連保税区日里貿易有限公司）の計４社で構成されており、①防護服・環境資機材事業、②たたみ資

材事業、③アパレル資材事業を主な事業としております。連結子会社３社はその他に区分しております。

当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次の

とおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。 

当事業においては、タイベック®防護服、アスベスト(石綿)処理用資機材を中心に販売を行なってい

ます。 

当社は30年以上前から日本における防護服製造・販売のパイオニアとして安全衛生の啓発活動を行っ

ており、作業者の安全・健康を守る為、防護服の着用を推奨し、事業基盤を拡大してまいりました。 

従来、有害な粉塵、液体、気体等にばく露(化学物質や物理的刺激などに生体がさらされること)する

可能性がある労働環境において作業者は作業着、雨衣等を使用してきましたが、防護性能が十分ではな

いために作業者の健康を害する危険性がありました。このため、欧米を中心に危険因子に対応した防護

服の需要が高まって来ました。 

当社では、米国・欧州を始めアジア諸国でも使用されている米国デュポン社製タイベック®防護服、

タイケム®化学防護服を、総輸入販売元である旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ株式会社の

戦略的パートナーとしてマーケティング活動を行い日本国内で販売する他、作業者の環境に合わせてタ

イベック®、タイケム®生地(原反)を用いた当社オリジナルの防護服及び他素材製の防護服を製造販売し

ております。 

  これらの製品は使い切り製品(リミテッドユース)という性格であり、一度納入すると継続的な販売が

⑦中国のカントリーリスクについて

⑧固定資産の評価について

⑨災害等について

２．企業集団の状況

（１）防護服・環境資機材事業
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期待できるのが特徴となっております。 

専門知識を有する当社社員が作業者の環境を確認した上で、作業環境に応じた適切な防護服・保護具

を提案し、納入に際しては、着脱方法により自己または他者に対する二次的ばく露の可能性があるた

め、顧客向けの着脱トレーニングを行っております。また、製品は当社物流センターから主に全国代理

店を通じて顧客に販売しております。物流センターでは午前中の発注に対して当日出荷をすることで、

緊急の需要にも対応をしております。 

防護服の主要な用途、顧客は次のようになります。 

新型インフルエンザ・鳥インフルエンザ対策としてタイベック®防護服、ゴーグル、マスク、手

袋、シューズカバーをパッケージにした感染症対策キットを中心に様々な保護具を中央省庁、地方公

共団体、病院、企業、検疫所、家畜保健所、研究所、ワクチン製造会社等へ販売しております。 

原子力発電所において放射性粉塵から作業者を守る為に電力会社に各種防護服を販売しておりま

す。 

 アスベスト除去、封じ込め、囲い込み作業においてアスベストのばく露から作業者を守るための防

護服、保護メガネ、呼吸用保護具、手袋及び除去作業に用いる負圧除じん装置（移動式局所排気装

置）、HEPAフィルター(High Efficiency Particulate Air Filter = 高性能微粒子フィルター)付真

空掃除機(アスベスト除去作業等で、吸い込んだ粉塵等を飛散させない産業用の掃除機)、エアシャワ

ー(アスベスト除去作業等で、防護服や人体に付着した粉塵を取り払う機器)、養生シート等の資機材

を施工業者に販売しております。 

焼却場のメンテナンス及び解体作業でダイオキシンのばく露から作業者を守るための防護服、保護

メガネ、呼吸用保護具、手袋及び作業に用いる負圧除じん装置、HEPAフィルター付真空掃除機、高圧

洗浄機等の資機材を施工業者に販売しております。 

サリン、VXガス、マスタードガス等の化学兵器や生物剤を使用したテロ活動対策として米国EPA基

準レベルA（米国環境保護局が定める呼吸器、皮膚、目粘膜に対する 高レベルの防護）対応のタイ

ケム® 防護服を消防等に販売しております。 

有害物質による皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者を守るためタイケム® 防護服を化学

工場に販売しております。 

汚れ作業対策として鉄鋼関連、自動車関連企業を中心に様々な業種へ、タイベック® 防護服を中心

として用途に応じて防護服を販売しております。 

当事業においては、主要材料である、畳表、インシュレーションファイバーボード、ポリスチレンフ

ォーム（いずれも畳床用資材。従来の藁（ワラ）に比べてダニ・カビの発生が少なく断熱性が高い素

材）から、副資材の畳縁、畳糸等、畳に関連する資材全般の販売を行っております。また、関連する畳

の据付工事の委託施工も行っています。 

＜感染症対策＞

＜放射性粉塵対策＞

＜アスベスト対策＞

＜ダイオキシン対策＞

＜生物、化学テロ対策＞

＜化学物質・化学薬品対策＞

＜汚れ作業対策＞

（２）たたみ資材事業
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当事業においては、裏地、芯地、袋地(ポケット地)、腰裏ベルト、型カット品、その他繊維副資材の

製造、販売を行っています。 

国内に４箇所の営業拠点を持ち、東京事業所（東京都台東区）はジーンズ関連、大阪事業所（大阪市

中央区）はスポーツ関連、児島事業所（岡山県倉敷市）は学生服関連、福山事業所（広島県福山市）は

ユニフォーム、ジーンズ関連を主に取り扱っております。それぞれの拠点の取扱商材の特性に対応して

専門性を活かした体制としております。また岡山事業所においては、原反の型カット等の加工により付

加価値を高め取引先のニーズに対応しております。 

海外の拠点として、中国の上海、大連に下記３社を擁し、日系企業向けを中心に日中連携の上、取引

先のニーズに対応して繊維副資材の製造、販売をしております。 

 
  

（３）アパレル資材事業

（４）その他

関係会社 事業の内容

日里服装輔料（上海）有限公司 繊維副資材の製造、販売

日里服装輔料（大連）有限公司 繊維副資材の製造、販売

大連保税区日里貿易有限公司 繊維副資材の販売
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 

  

  当社グループは、防護服・環境資機材事業、たたみ資材事業、アパレル資材事業の３本の柱をもって

事業展開しております。特に事業の中心となる防護服・環境資機材事業においては、個人防護と環境保

全のトータルソリューションサプライヤーとしての取組みを行い、社会貢献してまいります。 

また平成24年６月の東京証券取引所市場第二部上場により、一層の企業体質の強化を図り、10年後の

企業の姿を想定した経営目標を立案しその実現に取組んでまいります。 

そのために、事業部間でリソースを共有し、効率のよい事業運営を行うとともに、変化する市場環境

に挑戦し、新しいビジネスチャンスを引き寄せてまいります。また、次代につなげる新規事業に投資し

てまいります。 

  

  当社グループは、資産効率の向上及び株主資本の有効利用が全てのステークホルダーの利益に合致す

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標
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るものと考え、「総資産経常利益率（ＲＯＡ）」及び「株主資本利益率（ＲＯＥ）」を重要な指標とし

て位置付けております。 

  

戦略分野である防護服・環境資機材事業は当社グループの成長ドライバーとして位置づけておりま

す。同事業においては、化学防護服市場の深耕、隣接分野市場の開拓準備及び開発力強化に取組み、商

品開発に強いトータルソリューションサプライヤーとして防護服業界に確固たる地位を築いてまいりま

す。また、成熟分野であるたたみ資材事業及びアパレル資材事業は、それぞれの強みを生かし、必要な

機能を強化し、売上、利益の維持向上を目指します。 

  

当社グループでは以下の事項を対処すべき課題として取組みを進めております。 

日本における防護服の普及率は欧米に比べ低いため、今後更なる事業拡大の余地があります。防護服

の着用が更に普及するよう様々な分野において、防護服のメリットを訴え、啓発活動を行うことにより

市場を拡大させていく必要があります。 

その一環としまして、難燃性防護服、高視認性防護服等の当社独自の企画による製品を開発しており

ますが、新本社におきましては、研究開発機能を強化し、更に魅力ある製品作りに取組んでまいりま

す。 

現状海外向けの売上高は、アパレル資材事業を中心に連結売上高の10％未満の水準にあります。防護

服・環境資機材事業、たたみ資材事業とも、主に国内向けに販売しており、今後一層の売上高の増加の

ためには、海外向け売上高を増加させていく必要があります。そのための商売の仕組み作り、社員教育

等に取組んでまいります。 

  今後企業として尚一層の発展を遂げていくには、防護服・環境資機材事業に次ぐ新たな成長事業が必

要と判断されます。その一環として、防護服・環境資機材事業とのシナジー効果を 大限に活かした事

業を展開し、不織布を使用した製品等を中心に事業を検討しております。更に隣接分野に拘わらず広く

新しい事業の柱を検討していく方針です。 

当社グループが今後も継続的発展を遂げて行くためには、人材の確保と育成は重要課題として位置付

けております。継続的な採用活動による人材の確保及び新卒者の育成とフォローアップ体制の整備に注

力し、早期戦力化を図ってまいります。また高齢者雇用においても、社員の多能化を図るとともに多様

化する雇用形態に対応してまいります。 

従来からの取組みにより各事業の業務の統合が図られましたが、今後業務本部におきまして、更なる

内部統制体制の強化と、業務の効率化に取組んでまいります。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

①防護服市場の拡大

②グローバル化への対応

③新たな事業の柱

④人材の育成と確保

⑤内部統制の強化と業務の効率化
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,621,149 2,159,252

受取手形及び売掛金 3,027,014 2,352,452

商品及び製品 1,088,905 1,078,598

原材料 216,186 174,804

繰延税金資産 57,639 47,500

その他 41,703 57,993

貸倒引当金 △9,897 △7,361

流動資産合計 6,042,700 5,863,241

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 737,029 739,589

減価償却累計額 △533,465 △546,846

建物及び構築物（純額） 203,564 192,742

機械装置及び運搬具 294,556 291,616

減価償却累計額 △255,780 △250,332

機械装置及び運搬具（純額） 38,775 41,284

土地 730,412 727,300

建設仮勘定 20,727 375,847

その他 110,103 115,485

減価償却累計額 △88,104 △94,124

その他（純額） 21,999 21,360

有形固定資産合計 1,015,479 1,358,536

無形固定資産 126,902 105,839

投資その他の資産   

投資有価証券 133,147 177,961

繰延税金資産 34,183 37,564

その他 93,419 95,825

貸倒引当金 △1,124 △443

投資その他の資産合計 259,625 310,908

固定資産合計 1,402,007 1,775,284

資産合計 7,444,708 7,638,525
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

当連結会計年度 
(平成25年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,489,662 1,532,342

短期借入金 13,700 13,700

1年内償還予定の社債 40,000 50,000

未払金 51,597 183,772

未払法人税等 141,614 53,255

賞与引当金 63,000 58,700

役員賞与引当金 20,000 －

その他 86,670 85,146

流動負債合計 1,906,243 1,976,916

固定負債   

社債 130,000 180,000

退職給付引当金 179,396 225,541

役員退職慰労引当金 88,840 96,320

固定負債合計 398,236 501,861

負債合計 2,304,480 2,478,778

純資産の部   

株主資本   

資本金 887,645 887,645

資本剰余金 1,052,317 1,052,877

利益剰余金 3,255,529 3,190,240

自己株式 △22,921 △22,670

株主資本合計 5,172,570 5,108,092

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,679 39,604

為替換算調整勘定 △43,021 12,049

その他の包括利益累計額合計 △32,342 51,654

純資産合計 5,140,228 5,159,746

負債純資産合計 7,444,708 7,638,525
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

売上高 10,874,477 8,636,567

売上原価 8,837,032 7,057,278

売上総利益 2,037,444 1,579,289

販売費及び一般管理費 1,521,630 1,449,928

営業利益 515,813 129,361

営業外収益   

受取利息 1,049 783

受取配当金 2,595 3,422

受取賃貸料 2,660 2,725

保険配当金 1,161 1,182

受取保険金 － 2,150

その他 4,020 3,617

営業外収益合計 11,487 13,880

営業外費用   

支払利息 3,243 2,354

社債発行費 － 1,259

為替差損 5,768 3,809

上場関連費用 － 22,000

その他 53 62

営業外費用合計 9,065 29,485

経常利益 518,235 113,757

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,361 －

投資有価証券売却益 － 29

特別利益合計 7,361 29

特別損失   

固定資産売却損 29 442

固定資産除却損 18,653 12,357

減損損失 4,234 3,111

投資有価証券売却損 － 15

特別損失合計 22,917 15,927

税金等調整前当期純利益 502,678 97,859

法人税、住民税及び事業税 226,361 65,137

法人税等調整額 6,711 △6,811

法人税等合計 233,072 58,325

少数株主損益調整前当期純利益 269,606 39,533

当期純利益 269,606 39,533
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 連結包括利益計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年５月１日
 至 平成24年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月１日
 至 平成25年４月30日) 

少数株主損益調整前当期純利益 269,606 39,533

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,239 28,925

為替換算調整勘定 △9,174 55,071

その他の包括利益合計 △10,414 83,996

包括利益 259,191 123,530

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 259,191 123,530

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年５月１日
 至 平成24年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月１日
 至 平成25年４月30日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 887,645 887,645

当期末残高 887,645 887,645

資本剰余金   

当期首残高 1,038,033 1,052,317

当期変動額   

自己株式の処分 14,284 560

当期変動額合計 14,284 560

当期末残高 1,052,317 1,052,877

利益剰余金   

当期首残高 3,069,213 3,255,529

当期変動額   

剰余金の配当 △82,049 △100,497

従業員奨励福利基金 △1,241 △4,324

当期純利益 269,606 39,533

当期変動額合計 186,316 △65,288

当期末残高 3,255,529 3,190,240

自己株式   

当期首残高 △29,649 △22,921

当期変動額   

自己株式の取得 － △13

自己株式の処分 6,727 263

当期変動額合計 6,727 250

当期末残高 △22,921 △22,670

株主資本合計   

当期首残高 4,965,242 5,172,570

当期変動額   

剰余金の配当 △82,049 △100,497

従業員奨励福利基金 △1,241 △4,324

当期純利益 269,606 39,533

自己株式の取得 － △13

自己株式の処分 21,012 824

当期変動額合計 207,328 △64,478

当期末残高 5,172,570 5,108,092
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 11,918 10,679

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,239 28,925

当期変動額合計 △1,239 28,925

当期末残高 10,679 39,604

為替換算調整勘定   

当期首残高 △33,847 △43,021

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,174 55,071

当期変動額合計 △9,174 55,071

当期末残高 △43,021 12,049

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △21,928 △32,342

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,414 83,996

当期変動額合計 △10,414 83,996

当期末残高 △32,342 51,654

純資産合計   

当期首残高 4,943,314 5,140,228

当期変動額   

剰余金の配当 △82,049 △100,497

従業員奨励福利基金 △1,241 △4,324

当期純利益 269,606 39,533

自己株式の取得 － △13

自己株式の処分 21,012 824

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,414 83,996

当期変動額合計 196,913 19,518

当期末残高 5,140,228 5,159,746
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年５月１日
 至 平成24年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月１日
 至 平成25年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 502,678 97,859

減価償却費 70,055 69,661

減損損失 4,234 3,111

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,590 △3,514

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,400 △4,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 20,000 △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △755 43,715

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,810 7,480

受取利息及び受取配当金 △3,645 △4,205

為替差損益（△は益） 409 △2,427

受取保険金 － △2,150

支払利息 3,243 2,354

社債発行費 － 1,259

投資有価証券売却損益（△は益） － △13

固定資産売却損益（△は益） 29 442

固定資産除却損 18,653 12,357

売上債権の増減額（△は増加） 375,187 720,111

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,942 68,627

仕入債務の増減額（△は減少） △447,525 17,917

前渡金の増減額（△は増加） 7,915 15,038

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,058 △23,599

その他 16,122 △19,084

小計 450,602 980,640

利息及び配当金の受取額 3,653 4,049

利息の支払額 △3,406 △2,235

法人税等の支払額 △227,013 △152,822

保険金の受取額 － 2,150

営業活動によるキャッシュ・フロー 223,836 831,781

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △136 －

定期預金の払戻による収入 － 80,171

投資有価証券の取得による支出 △3,803 △1,635

投資有価証券の売却による収入 － 169

有形固定資産の取得による支出 △37,555 △244,486

有形固定資産の売却による収入 912 1,093

無形固定資産の取得による支出 △1,176 △15,000

有形固定資産の除却による支出 － △9,885

保険積立金の積立による支出 △2,129 △3,636

ゴルフ会員権の売却による収入 9,661 －

その他 △6,133 846

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,361 △192,363
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年４月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △30,000 －

社債の発行による収入 － 98,740

社債の償還による支出 △50,000 △40,000

自己株式の処分による収入 21,012 824

自己株式の取得による支出 － △13

配当金の支払額 △82,084 △99,997

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,072 △40,446

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,390 19,302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39,011 618,275

現金及び現金同等物の期首残高 1,151,965 1,190,977

現金及び現金同等物の期末残高 1,190,977 1,809,252
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該当事項はありません。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年５月１日以後に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微

であります。 

  

１ 報告セグメントの概要 

当社は、事業の種類別セグメントを構成単位とした「防護服・環境資機材」「たたみ資材」「アパレ

ル資材」の３事業を報告セグメントとしております。 

「防護服・環境資機材」は、化学防護服、作業用防護服、防護用資機材の製造販売、「たたみ資材」

は、畳表、各種畳材料の販売及び畳下内装工事の施工、「アパレル資材」は、芯地、型カット品その他

繊維副資材の製造販売を行っております。 

これらの構成単位は、国内において包括的な戦略のもと事業を展開しており、それぞれ分離された財

務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討

を行う対象となっているものであります。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処

理基準に基づく金額により記載しております。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり

ます。セグメント間の内部収益及び振替高は、主に市場実勢価格に基づいております。 

「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、法人税法の改正

に伴い、当連結会計年度より、平成24年５月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。 

これにより、当連結会計年度のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

アゼアス㈱　（3161）　平成25年４月期　決算短信

－ 19 －



  
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年５月１日  至  平成24年４月30日) 

 
(注) １  「その他」の区分は中国子会社であります。 

２  調整額は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に関わる調整額3,373千円、及び、報告セグメントに配分し

ていない一般管理費等の全社費用△421,576千円であります。 

（2）セグメント資産の調整額は、連結子会社との相殺消去△150,131千円、及び、報告セグメントに配分してい

ない全社資産2,206,440千円であります。 

（3）減価償却費の調整額の主な内容は、報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。 

（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額の主な内容は、建設準備中の本社社屋建替えに伴う投資

額であります。 

３  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額
(注)２

連結財務
諸表計上額
(注)３

防護服・
環境資機材

たたみ 
資材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

5,263,888 2,252,055 2,423,929 9,939,873 934,603 10,874,477 ― 10,874,477

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

399 9 4,020 4,429 34,596 39,026 △39,026 ―

計 5,264,287 2,252,065 2,427,949 9,944,302 969,200 10,913,503 △39,026 10,874,477

セグメント利益 639,410 146,982 108,971 895,363 38,653 934,016 △418,202 515,813

セグメント資産 2,804,180 897,197 1,209,906 4,911,284 477,115 5,388,400 2,056,308 7,444,708

その他の項目

減価償却費 11,581 742 9,600 21,925 5,604 27,529 42,526 70,055

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

8,538 ― 14,336 22,874 4,533 27,407 27,542 54,950
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当連結会計年度(自  平成24年５月１日  至  平成25年４月30日) 

 
(注) １  「その他」の区分は中国子会社であります。 

２  調整額は以下のとおりであります。 

（1）セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に関わる調整額3,755千円、及び、報告セグメントに配分し

ていない一般管理費等の全社費用△417,815千円であります。 

（2）セグメント資産の調整額は、連結子会社との相殺消去△173,484千円、及び、報告セグメントに配分してい

ない全社資産3,120,579千円であります。 

（3）減価償却費の調整額の主な内容は、報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。 

（4）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額の主な内容は、建設準備中の本社社屋建替えに伴う投資

額であります。 

３  セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額
(注)２

連結財務
諸表計上額
(注)３防護服・

環境資機材
たたみ 
資材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

3,962,824 1,859,062 1,957,877 7,779,763 856,804 8,636,567 ― 8,636,567

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

323 ― 8,698 9,022 26,547 35,569 △35,569 ―

計 3,963,148 1,859,062 1,966,576 7,788,786 883,351 8,672,137 △35,569 8,636,567

セグメント利益 354,869 65,093 116,841 536,803 6,618 543,422 △414,060 129,361

セグメント資産 2,401,685 703,371 1,026,818 4,131,875 559,554 4,691,430 2,947,095 7,638,525

その他の項目

減価償却費 9,834 256 9,434 19,525 5,331 24,857 44,804 69,661

有形固定資産及
び無形固定資産
の増加額

4,874 77 13,280 18,232 1,082 19,314 372,643 391,957
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(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

 
２  １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自  平成23年５月１日
至  平成24年４月30日)

当連結会計年度
(自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日)

１株当たり純資産額 869円50銭 872円52銭

１株当たり当期純利益 45円75銭 6円68銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
45円54銭 6円68銭

項目
前連結会計年度

(平成24年４月30日)
当連結会計年度

(平成25年４月30日)

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額（千円） 5,140,228 5,159,746

普通株式に係る純資産額（千円） 5,140,228 5,159,746

普通株式の発行済株式数（株） 6,085,401 6,085,401

普通株式の自己株式数（株） 173,757 171,796

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

5,911,644 5,913,605

項目
前連結会計年度

(自  平成23年５月１日
至  平成24年４月30日)

当連結会計年度
(自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日)

１株当たり当期純利益

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 269,606 39,533

普通株式に係る当期純利益（千円） 269,606 39,533

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 5,892,441 5,913,511

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の内訳

新株予約権の目的となる株式の 

期中平均株式数（株）
27,623 467

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要

― ―

(重要な後発事象)
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