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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第72期
第１四半期
連結累計期間

第73期
第１四半期
連結累計期間

第72期

会計期間
自  平成24年５月１日
至  平成24年７月31日

自  平成25年５月１日
至  平成25年７月31日

自  平成24年５月１日
至  平成25年４月30日

売上高 (千円) 2,243,529 2,029,276 8,636,567

経常利益又は経常損失(△) (千円) △55,852 20,642 113,757

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △70,598 4,110 39,533

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △59,235 24,887 123,530

純資産額 (千円) 4,981,318 5,084,103 5,159,746

総資産額 (千円) 7,442,740 7,615,814 7,638,525

１株当たり四半期(当期)純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △11.93 0.69 6.68

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― 6.68

自己資本比率 (％) 66.9 66.8 67.5

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  第72期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であるため、記載しておりません。

４  第73期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末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。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新政権の経済政策や金融緩和により円高修正や

株価の上昇が見られ、全体として景気回復への期待感が高まってきていますが、長引く欧州経済の停滞や

新興国経済の減速などの影響もあり、依然として先行きは不透明な状況で推移しました。

このような環境下、当第１四半期連結累計期間においては、売上面では、特に防護服・環境資機材事業、

たたみ資材事業において減収傾向が大きく、また利益面では、前年同四半期は上場関連費用等の特殊要因

があったため、当第１四半期連結累計期間の売上高は、2,029,276千円（前年同四半期比9.5％減）、営業

利益は18,133千円（前年同四半期は営業損失34,018千円）、経常利益は20,642千円（前年同四半期は経

常損失55,852千円）、四半期純利益は4,110千円（前年同四半期は四半期純損失70,598千円）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868,662千円(前年同四半期比12.6％減)、セグメント利益(営業利益)は69,585千円(前年同四半期比

19.3％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１四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413,806千円(前年同四半期比18.3％減)、セグメント利益(営

業利益)は13,570千円(前年同四半期比28.2％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539,609千円（前年同四半期比3.6％減）、セグメント利益（営業利益）は

45,106千円（前年同四半期比34.7％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107,344千円であります。
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(2) 財政状態の分析

（資産）

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.2％減少し、5,731,569千円となりました。これは、主として

現金及び預金が213,959千円減少し、商品及び製品などのたな卸資産が79,800千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6.1％増加し、1,884,245千円となりました。これは、主として

本社社屋建替えなどにより有形固定資産が136,953千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22,710千円減少し、7,615,814千円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.7％増加し、2,149,697千円となりました。これは、主として

支払手形及び買掛金が219,666千円増加、１年内償還予定の社債が85,000千円増加し、本社社屋建替え

の代金支払いなどにより未払金が94,598千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23.9％減少し、382,014千円となりました。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110,000千円減少したことなどによりま

す。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、5,084,103千円となりました。これは、主とし

て配当等で利益剰余金が96,420千円減少し、その他の包括利益累計額が20,776千円増加したことなど

によります。

　
(3) 主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当第１四半期連結累計期間に

完成したものは次のとおりであります。

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの名称 設備の内容 完了年月

提出会社
本社

(東京都台東区)
―

商品開発機能、マーケティング
機能を備えた社屋の建替え

平成25年７月

　　

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦

略の現状と見通しについて重要な変更はありません。

　

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営者の問題認識と今後の方針について重要な

変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年９月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,085,401 6,085,401
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は100株で
あります。

計 6,085,401 6,085,401― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年７月31日 ― 6,085,401 ― 887,645 ― 1,038,033

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年４月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年７月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

171,700
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

5,910,100
59,101 ―

単元未満株式
普通株式

3,601
― ―

発行済株式総数 6,085,401 ― ―

総株主の議決権 ― 59,101 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年７月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
アゼアス株式会社

東京都台東区
蔵前四丁目13番７号

171,700 ― 171,700 2.82

計 ― 171,700 ― 171,700 2.82

(注)  当第１四半期会計期間末日現在の所有自己株式数は、171,796株であります。

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「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」(平成19

年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年５月１日

から平成25年７月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年５月１日から平成25年７月31日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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１四半期連結会計期間
(平成25年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,159,252 1,945,293

受取手形及び売掛金 2,352,452 2,357,212

商品及び製品 1,078,598 1,150,208

原材料 174,804 182,994

その他 105,494 101,237

貸倒引当金 △7,361 △5,377

流動資産合計 5,863,241 5,731,569

固定資産

有形固定資産 1,358,536 1,495,490

無形固定資産 105,839 97,553

投資その他の資産

投資有価証券 177,961 162,572

その他 133,390 128,744

貸倒引当金 △443 △114

投資その他の資産合計 310,908 291,201

固定資産合計 1,775,284 1,884,245

資産合計 7,638,525 7,615,814

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,532,342 1,752,009

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 89,174

未払法人税等 53,255 5,504

賞与引当金 58,700 31,900

その他 85,146 122,409

流動負債合計 1,976,916 2,149,697

固定負債

社債 180,000 70,000

退職給付引当金 225,541 214,814

役員退職慰労引当金 96,320 97,200

固定負債合計 501,861 382,014

負債合計 2,478,778 2,531,711
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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１四半期連結会計期間
(平成25年７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 3,093,819

自己株式 △22,670 △22,670

株主資本合計 5,108,092 5,011,672

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 29,472

為替換算調整勘定 12,049 42,957

その他の包括利益累計額合計 51,654 72,430

純資産合計 5,159,746 5,084,103

負債純資産合計 7,638,525 7,615,814
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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１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年５月１日
　至 平成24年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年５月１日
　至 平成25年７月31日)

売上高 2,243,529 2,029,276

売上原価 1,837,984 1,652,028

売上総利益 405,545 377,248

販売費及び一般管理費 439,563 359,115

営業利益又は営業損失（△） △34,018 18,133

営業外収益

受取利息 194 168

受取配当金 1,770 1,817

受取賃貸料 677 660

その他 225 1,548

営業外収益合計 2,868 4,195

営業外費用

支払利息 666 661

為替差損 2,024 1,009

上場関連費用 22,000 －

その他 12 15

営業外費用合計 24,702 1,685

経常利益又は経常損失（△） △55,852 20,642

特別利益

固定資産売却益 － 242

特別利益合計 － 242

特別損失

固定資産売却損 － 805

固定資産除却損 9,695 840

減損損失 － 155

特別損失合計 9,695 1,801

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（△）

△65,548 19,082

法人税、住民税及び事業税 4,500 5,155

法人税等調整額 549 9,816

法人税等合計 5,050 14,972

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（△）

△70,598 4,110

四半期純利益又は四半期純損失（△） △70,598 4,110
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年５月１日
　至 平成24年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年５月１日
　至 平成25年７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（△）

△70,598 4,110

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,799 △10,131

為替換算調整勘定 21,162 30,908

その他の包括利益合計 11,362 20,776

四半期包括利益 △59,235 24,887

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △59,235 24,887

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま

す。
　

　
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年５月１日
至  平成24年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年５月１日
至  平成25年７月31日)

減価償却費 19,223千円 18,573千円

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成24年７月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年７月27日
定時株主総会

普通株式 100,497 17.00平成24年４月30日 平成24年７月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年７月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年７月26日
定時株主総会

普通株式 100,531 17.00平成25年４月30日 平成25年７月29日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成24年７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
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

993,530506,297559,7142,059,541183,9872,243,529― 2,243,529

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

41 ― 2,324 2,365 7,368 9,734△9,734 ―

計 993,571506,297562,0382,061,907191,3562,253,264△9,7342,243,529

セグメント利益 86,20018,91233,485138,5984,383142,981△177,000△34,018

(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1,014千円、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△178,015千円であります。

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

　

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年７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
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

868,662413,806539,6091,822,078207,1982,029,276― 2,029,276

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

796 0 8,978 9,77512,41222,188△22,188 ―

計 869,458413,807548,5881,831,854219,6102,051,464△22,1882,029,276

セグメント利益 69,58513,57045,106128,262△2,799125,462△107,32918,133

(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15千円、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△107,344千円であります。

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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成24年５月１日
至  平成24年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年５月１日
至  平成25年７月31日)

    １株当たり四半期純利益金額
    又は四半期純損失金額(△)

△11円93銭 0円69銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益金額
    又は四半期純損失金額(△)　(千円)

△70,598 4,110

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額
    又は四半期純損失金額(△)　(千円)

△70,598 4,110

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,913,187 5,913,605

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(注) １  前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純

損失であるため、記載しておりません。

２  当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年９月11日

アゼアス株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    山    本    禎    良    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    齋    藤    祐    暢    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアゼ
アス株式会社の平成25年５月１日から平成26年４月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平
成25年５月１日から平成25年７月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年５月１日から平成25年７
月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アゼアス株式会社及び連結子会社の平成25年
７月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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