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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２四半期
連結累計期間

第73期
第２四半期
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10月31日

自 平成25年５月１日
至 平成25年10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) 4,357,687 4,136,507 8,636,567

経常利益又は経常損失(△) (千円) △5,505 50,587 113,757

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(千円) △20,601 25,433 39,533

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △21,763 51,595 123,530

純資産額 (千円) 5,014,466 5,110,811 5,159,746

総資産額 (千円) 7,449,132 7,648,838 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) △3.48 4.30 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 (％) 67.3 66.8 67.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 633,075 124,471 831,781

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △20,594 △162,173 △192,363

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △123,910 △125,403 △40,446

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,681,880 1,656,426 1,809,252
 

　

回次
第72期

第２四半期
連結会計期間

第73期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年８月１日
至 平成24年10月31日

自 平成25年８月１日
至 平成25年10月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 8.45 3.60
 

(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２四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２四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２四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２四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、4,136,507千円（前年同四半期比5.1％減）、

営業利益は46,328千円（前年同四半期比205.1％増）、経常利益は50,587千円（前年同四半期は経常損

失5,505千円）、四半期純利益は25,433千円（前年同四半期は四半期純損失20,601千円）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1,722,556千円（前年同四半期比7.6％減）、セグメント利益（営業利益）は127,117千円（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824,779千円（前年同四半期比14.8％減）、セグメント

利益（営業利益）は30,249千円（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1,014,948千円（前年同四半期比3.8％減）、セグメント利益（営業利

益）は75,631千円（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、193,852千円であります。

(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0.6％増加し、5,896,231千円となりました。これは、主と

して受取手形及び売掛金が68,078千円増加、商品及び製品などのたな卸資産が139,377千円増加し、

現金及び預金が152,825千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、1,752,607千円となりました。これは、主と

して償却により無形固定資産が16,551千円減少、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15,104千円減少し、福山事業所の土地等を売却した一方で本社社屋
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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8,979千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10,313千円増加し、7,648,838千円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.5％増加し、2,165,581千円となりました。これは、主と

して支払手形及び買掛金が267,573千円増加、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139,786千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25.8％減少し、372,445千円となりました。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0.9％減少し、5,110,811千円となりました。これは、主

として配当等で利益剰余金が75,097千円減少し、その他の包括利益累計額が26,161千円増加したこと

などによります。

(3) キャッシュ・フローの状況

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152,825千円減少し、当第２四半期連結会計期間末には1,656,426千円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果獲得した資金は、124,471千円（前年同四半期は、633,075千円の獲得）となりまし

た。収入の主な内訳は、仕入債務の増加251,378千円等であります。支出の主な内訳は、たな卸資産

の増加130,071千円等であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は、162,173千円（前年同四半期は、20,594千円の支出）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299,478千円であります。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137,249千円でありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は、125,403千円（前年同四半期は、123,910千円の支出）となりまし

た。支出の主な内訳は、配当金の支払額100,403千円、社債の償還による支出25,000千円でありま

す。

(4) 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２四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

 

(5) 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２四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。

(6) 経営者の問題認識と今後の方針について

当第２四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。

 

EDINET提出書類

アゼアス株式会社(E24248)

四半期報告書

 4/19



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２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年10月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年12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10月31日 ― 6,085,401 ― 887,645 ― 1,038,033
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(6) 【大株主の状況】

　 　 平成25年10月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

鈴木 裕生 東京都渋谷区 564,513 9.28

アゼアス従業員持株会 東京都台東区蔵前四丁目13番７号 201,900 3.32

渡邉 雄次郎 東京都新宿区 180,000 2.96

アゼアス株式会社 東京都台東区蔵前四丁目13番７号 171,796 2.82

上田 英彦 兵庫県たつの市 125,000 2.05

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 125,000 2.05

株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町一丁目３番８号 125,000 2.05

倉敷繊維加工株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目４番31号 100,000 1.64

須藤 素子 東京都世田谷区 90,600 1.49

古玉 賀一 広島県福山市 85,000 1.40

計 ― 1,768,809 29.07
 

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年10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

5,909,800
59,098 ―

単元未満株式
普通株式

3,901
― ―

発行済株式総数 6,085,401 ― ―

総株主の議決権 ― 59,098 ―
 

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年10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２四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２四半期連結会計期間(平成25年８月１

日から平成25年10月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年５月１日から平成25年10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。

　

EDINET提出書類

アゼアス株式会社(E24248)

四半期報告書

 7/19



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
※１ 779,637 ※１ 718,589

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
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【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 1,681,880 ※１ 1,656,426
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【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
　

　
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)

給料手当 252,426千円 250,437千円

賞与引当金繰入額 51,364 〃 49,731 〃

退職給付費用 92,982 〃 7,495 〃

役員退職慰労引当金繰入額 3,620 〃 3,840 〃

貸倒引当金繰入額 △4,386 〃 △1,540 〃
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

は、次のとおりであります。
　

　
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)

現金及び預金 2,063,866千円 2,006,426千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △381,986 〃 △350,000 〃

現金及び現金同等物 1,681,880千円 1,656,426千円
 

　

(株主資本等関係)

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．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２四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２四半期連結会計

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．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２四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２四半期連結会計

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

　 　 　 　 　 　 　 (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
 

(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

　 　 　 　 　 　 　 (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
 

(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。
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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)

　　１株当たり四半期純利益金額
　　又は四半期純損失金額(△)

△3円48銭 4円30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)

△20,601 25,433

　　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)

△20,601 25,433

　　普通株式の期中平均株式数　(株) 5,913,415 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２四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２四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。

　

(重要な後発事象)

１．株式取得による会社等の買収

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。

(1) 株式取得の目的

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

(2) 株式取得の相手方の名称

澤田匡宏、澤田幸江他親族及び株式会社リープ

(3) 買収する会社の名称、事業内容、規模

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

(4) 株式取得の時期

平成26年２月３日

(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持株比率

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％

(6) 支払資金の調達及び支払方法

自己資金による一括支払い
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２．重要な自己株式の処分

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。

(1) 自己株式の処分の理由

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。

(2) 処分の方法、処分する株式の数、処分価額

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

(3) 処分の時期

平成26年２月４日

　
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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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

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成25年12月11日

アゼアス株式会社

取締役会  御中

　

 

　

 

　

 

　
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２四半期連結会計期間
(平成25年８月１日から平成25年10月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成25年５月１日から平成25
年10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、四半期連結キャッシュ・フロー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10月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ
シュ・フローの状況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。
　
強調事項
１．重要な後発事象に関する注記１．に記載されているとおり、会社は平成25年12月11日開催の取締役会に

おいて、丸幸株式会社の全株式の取得について決議している。
２．重要な後発事象に関する注記２．に記載されているとおり、会社は平成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している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　
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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