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1.  平成26年4月期第2四半期の連結業績（平成25年5月1日～平成25年10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 ％

26年4月期第2四半期 4,136 △5.1 46 205.1 50 ― 25 ―
25年4月期第2四半期 4,357 △19.1 15 △95.5 △5 ― △20 ―

（注）包括利益 26年4月期第2四半期 51百万円 （―％） 25年4月期第2四半期 △21百万円 （―％）

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

26年4月期第2四半期 4.30 ―
25年4月期第2四半期 △3.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年4月期第2四半期 7,648 5,110 66.8
25年4月期 7,638 5,159 67.5
（参考） 自己資本   26年4月期第2四半期  5,110百万円 25年4月期  5,159百万円

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

25年4月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00
26年4月期 ― 0.00
26年4月期（予想） ― 10.00 10.00

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、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 9,478 9.7 259 100.8 262 130.5 150 281.9 25.53



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりますが、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ます。 

※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、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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。 
 当社は、平成25年12月18日（水）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料については、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

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） 26年4月期2Q 6,085,401 株 25年4月期 6,085,401 株
② 期末自己株式数 26年4月期2Q 171,796 株 25年4月期 171,796 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年4月期2Q 5,913,605 株 25年4月期2Q 5,913,415 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策や金融政策等により円安や株価

の上昇等が見られ、景気回復の兆しが見受けられました。一方、長引く欧州経済の停滞や新興国経済の

減速懸念等の影響もあり、依然として先行きは不透明な状況にあります。 

このような環境下、当第２四半期連結累計期間においては、売上面では、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いずれの事業においても需要の本格的な回復には至らず減収とな

りました。一方利益面では、前年同四半期は上場関連費用等の特殊要因があったことにより増益となり

ました。その結果当第２四半期連結累計期間の売上高は、4,136百万円（前年同四半期比5.1％減）、営

業利益は46百万円（前年同四半期比205.1％増）、経常利益は50百万円（前年同四半期は経常損失5百万

円）、四半期純利益は25百万円（前年同四半期は四半期純損失20百万円）となり減収増益となりまし

た。 

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

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、原子力発電所向け販売が伸び悩んだこ

とに加え、一般産業向け需要も本格的な景気回復には至らず、比較的低調に推移しました。この結果、

売上高は1,722百万円（前年同四半期比7.6％減）、セグメント利益（営業利益）は127百万円（前年同

四半期比16.3％減）となり減収減益となりました。 

たたみ資材事業におきましては、前連結会計年度においても流通段階の畳表の供給量が需要に比べて

多い状況で推移しましたが、当第２四半期連結累計期間においてもこの傾向が続いており、畳表等の販

売が低調に推移しました。この結果、売上高は824百万円（前年同四半期比14.8％減）、セグメント利

益（営業利益）は30百万円（前年同四半期比20.0％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、カジュアル、スポーツ分野は依然販売減少傾向にありますが、ユ

ニフォーム分野の需要が若干改善傾向にありました。また利益面では、資材の価格が昨年に比べ、比較

的安定したこともあり、売上高は1,014百万円（前年同四半期比3.8％減）、セグメント利益（営業利

益）は75百万円（前年同四半期比8.4％増）となり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、193百万円であります。 

  

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて0.6％増加し、5,896百万円となりました。これは、主とし

て受取手形及び売掛金が68百万円増加、商品及び製品などのたな卸資産が139百万円増加し、現金及

び預金が152百万円減少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1.3％減少し、1,752百万円となりました。これは、主とし

て償却により無形固定資産が16百万円減少、退職給付引当金の減少で繰延税金資産が減少したことな

どにより投資その他の資産が15百万円減少し、福山事業所の土地等を売却した一方で本社社屋建替え

により建物などを取得したことなどにより有形固定資産が8百万円増加したことなどが原因でありま

す。 

この結果総資産は、前連結会計年度末に比べて10百万円増加し、7,648百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.5％増加し、2,165百万円となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が267百万円増加、1年内償還予定の社債が85百万円増加し、本社社屋建替えの

代金支払いなどにより未払金が139百万円減少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25.8％減少し、372百万円となりました。これは、主とし

て１年内償還予定の社債を流動負債へ振り替えたため、社債が110百万円減少したことなどによりま

す。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（資産）

（負債）
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純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.9％減少し、5,110百万円となりました。これは、主と

して配当等で利益剰余金が75百万円減少し、その他の包括利益累計額が26百万円増加したことなどに

よります。 

当第２四半期連結累計期間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152百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には1,656百万円となりました。 

営業活動の結果獲得した資金は、124百万円（前年同四半期は、633百万円の獲得）となりまし

た。収入の主な内訳は、仕入債務の増加251百万円等であります。支出の主な内訳は、たな卸資産

の増加130百万円等であります。 

投資活動の結果支出した資金は、162百万円（前年同四半期は、20百万円の支出）となりまし

た。支出の主な内訳は、本社社屋など有形固定資産の取得による支出299百万円であります。収入

の主な内訳は、福山事業所の土地等売却など有形固定資産の売却による収入137百万円でありま

す。 

財務活動の結果支出した資金は、125百万円（前年同四半期は、123百万円の支出）となりまし

た。支出の主な内訳は、配当金の支払額100百万円、社債の償還による支出25百万円であります。 

  

平成26年４月期の連結業績予想につきましては、平成25年６月12日に公表いたしました連結業績予想

に変更ありません。  

  

（純資産）

（キャッシュ・フローの状況）

（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）

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,159,252 2,006,426

受取手形及び売掛金 2,352,452 2,420,531

商品及び製品 1,078,598 1,191,236

原材料 174,804 201,544

その他 105,494 82,688

貸倒引当金 △7,361 △6,195

流動資産合計 5,863,241 5,896,231

固定資産   

有形固定資産 1,358,536 1,367,516

無形固定資産 105,839 89,287

投資その他の資産   

投資有価証券 177,961 172,837

その他 133,390 123,080

貸倒引当金 △443 △114

投資その他の資産合計 310,908 295,803

固定資産合計 1,775,284 1,752,607

資産合計 7,638,525 7,648,838

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,532,342 1,799,915

短期借入金 13,700 13,700

1年内償還予定の社債 50,000 135,000

未払金 183,772 43,985

未払法人税等 53,255 22,047

賞与引当金 58,700 62,800

その他 85,146 88,132

流動負債合計 1,976,916 2,165,581

固定負債   

社債 180,000 70,000

退職給付引当金 225,541 203,285

役員退職慰労引当金 96,320 99,160

固定負債合計 501,861 372,445

負債合計 2,478,778 2,538,027
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年４月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 887,645 887,645

資本剰余金 1,052,877 1,052,877

利益剰余金 3,190,240 3,115,142

自己株式 △22,670 △22,670

株主資本合計 5,108,092 5,032,995

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39,604 36,474

為替換算調整勘定 12,049 41,340

その他の包括利益累計額合計 51,654 77,815

純資産合計 5,159,746 5,110,811

負債純資産合計 7,638,525 7,648,838
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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24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成25年10月31日) 

売上高 4,357,687 4,136,507

売上原価 3,562,866 3,371,588

売上総利益 794,821 764,918

販売費及び一般管理費 779,637 718,589

営業利益 15,183 46,328

営業外収益   

受取利息 388 309

受取配当金 1,905 1,952

受取賃貸料 1,337 1,320

その他 711 4,166

営業外収益合計 4,342 7,748

営業外費用   

支払利息 1,199 1,181

為替差損 1,806 2,269

上場関連費用 22,000 －

その他 26 38

営業外費用合計 25,032 3,489

経常利益又は経常損失（△） △5,505 50,587

特別利益   

固定資産売却益 － 13,148

投資有価証券売却益 29 －

特別利益合計 29 13,148

特別損失   

固定資産売却損 － 805

固定資産除却損 12,357 840

減損損失 2,000 1,155

投資有価証券売却損 15 －

特別損失合計 14,373 2,801

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△19,849 60,933

法人税、住民税及び事業税 17,416 23,597

法人税等調整額 △16,664 11,902

法人税等合計 751 35,499

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（△）

△20,601 25,433

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,601 25,433

アゼアス㈱　（3161）　平成26年４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24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成25年10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（△）

△20,601 25,433

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,096 △3,129

為替換算調整勘定 6,934 29,291

その他の包括利益合計 △1,161 26,161

四半期包括利益 △21,763 51,595

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △21,763 51,595

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日
 至 平成24年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日
 至 平成25年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△19,849 60,933

減価償却費 35,696 42,829

減損損失 2,000 1,155

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,387 △1,691

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000 4,100

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 73,195 △23,680

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,620 2,840

受取利息及び受取配当金 △2,293 △2,262

為替差損益（△は益） △281 △1,257

支払利息 1,199 1,181

投資有価証券売却損益（△は益） △13 －

固定資産売却損益（△は益） － △12,342

固定資産除却損 12,357 840

売上債権の増減額（△は増加） 567,794 △41,085

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,557 △130,071

仕入債務の増減額（△は減少） 209,911 251,378

前渡金の増減額（△は増加） 12,554 △6,231

未払金の増減額（△は減少） △1,832 △961

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,933 28,394

その他 813 3,688

小計 774,992 177,757

利息及び配当金の受取額 2,219 2,400

利息の支払額 △1,236 △1,231

法人税等の支払額 △142,899 △54,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 633,075 124,471

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 48,185 －

投資有価証券の取得による支出 △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 △41,811 △299,478

有形固定資産の売却による収入 － 137,249

無形固定資産の取得による支出 △15,000 －

有形固定資産の除却による支出 △9,885 △2,472

保険積立金の積立による支出 △1,027 △597

保険積立金の解約による収入 － 1,726

その他 410 1,397

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,594 △162,173
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成24年10月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成25年10月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 △25,000 △25,000

自己株式の処分による収入 824 －

配当金の支払額 △99,734 △100,403

財務活動によるキャッシュ・フロー △123,910 △125,403

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,332 10,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 490,902 △152,825

現金及び現金同等物の期首残高 1,190,977 1,809,252

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,681,880 1,656,426
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年10月31日) 

該当事項はありません。  

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成24年10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 

(注) １  「その他」の区分は中国子会社であります。 

２  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1,928千円、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△261,399千円であります。 

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年10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 

(注) １  「その他」の区分は中国子会社であります。 

２  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△62千円、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△193,852千円であります。 

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（４）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
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

1,863,504 967,648 1,054,931 3,886,084 471,603 4,357,687 ― 4,357,687

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

133 ― 4,191 4,324 12,583 16,908 △16,908 ―

計 1,863,637 967,648 1,059,123 3,890,409 484,186 4,374,595 △16,908 4,357,687

セグメント利益 151,920 37,811 69,781 259,514 15,140 274,655 △259,471 15,183
 

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
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

1,722,556 824,779 1,014,948 3,562,284 574,222 4,136,507 ― 4,136,507

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

993 0 11,745 12,739 26,689 39,429 △39,429 ―

計 1,723,550 824,780 1,026,693 3,575,024 600,911 4,175,936 △39,429 4,136,507

セグメント利益 127,117 30,249 75,631 232,998 7,244 240,243 △193,914 46,328
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当社は、平成25年12月11日開催の取締役会において、株式取得による会社の買収について決議いたし

ました。その概要は次のとおりであります。 

アパレル資材事業の一層の収益体質の強化及び全社の物流体制の効率化 

澤田匡宏、澤田幸江他親族及び株式会社リープ 

会社の名称：丸幸株式会社 

事業内容：ユニフォーム、スポーツ、カジュアル用衣料素材・副資材の企画・販売 

規模：平成25年１月期 資本金24,000千円、純資産278,372千円、総資産1,204,222千円、 

売上高1,513,001千円、営業利益4,052千円 

平成26年２月３日 

取得株式数：32,000株 

取得価額：177,000千円（予定） 

取得後の持株比率：100％ 

自己資金による一括支払い 

  

当社は、平成25年12月11日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分について決議

いたしました。その概要は次のとおりであります。 

丸幸株式会社代表取締役社長澤田匡宏氏に、当社が丸幸株式会社の株式を取得した後も当社グル

ープの事業の進展に責任ある立場で取組んでもらうため。 

処分の方法：第三者割当による処分 

処分する株式の数：150,000株 

処分価額：63,150千円 

平成26年２月４日 

（重要な後発事象）

１．株式取得による会社等の買収

(1) 株式取得の目的

(2) 株式取得の相手方の名称

(3) 買収する会社の名称、事業内容、規模

(4) 株式取得の時期

(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持株比率

(6) 支払資金の調達及び支払方法

２．重要な自己株式の処分

(1) 自己株式の処分の理由

(2) 処分の方法、処分する株式の数、処分価額

(3) 処分の時期

アゼアス㈱　（3161）　平成26年４月期　第２四半期決算短信

－ 11 －


	73Ｑ2四半期決算短信（サマリー情報）20131128
	73Ｑ2四半期決算短信（添付資料）【3rd】20131210



