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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73期

第１四半期
連結累計期間

第74期
第１四半期
連結累計期間

第73期

会計期間
自 平成25年５月１日
至 平成25年７月31日

自 平成26年５月１日
至 平成26年７月31日

自 平成25年５月１日
至 平成26年４月30日

売上高 (千円) 2,029,276 2,332,208 8,982,411

経常利益 (千円) 20,642 23,320 121,505

四半期(当期)純利益 (千円) 4,110 18,350 78,153

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 24,887 28,197 122,633

純資産額 (千円) 5,084,103 5,212,559 5,244,998

総資産額 (千円) 7,615,814 7,852,498 7,792,206

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 0.69 3.02 13.13

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 66.8 66.4 67.3
 

(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 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)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】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

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、財政・金融政策の効果などにより、景気は回復傾向にあり

ますが、消費税率引き上げによる個人消費への影響が一部に見られることや、新興国経済の減速などの世界経済の

不安定さによる影響が懸念され、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１四半期連結累計期間においては、主力事業の防護服・環境資機材事業は、依然本格的

な需要回復には至りませんが、丸幸株式会社子会社化による影響により、当第１四半期連結累計期間の売上高は、

2,332,208千円(前年同四半期比14.9％増)、営業利益は22,109千円(前年同四半期比21.9％増)、経常利益23,320千円

(前年同四半期比13.0％増)、四半期純利益は18,350千円(前年同四半期比346.4％増)となり増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。

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の減収に加え、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809,714千円(前年同四半期比6.8％減)、セグ

メント利益(営業利益)は46,656千円(前年同四半期比33.0％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、一部材料の値上げによる出荷量の低下もありましたが、流通段階の畳表の需給

バランスは比較的安定して推移したため、売上高は415,347千円(前年同四半期比0.4％増)、セグメント利益(営業利

益)は15,361千円(前年同四半期比13.2％増)となり、わずかながら増収増益となりました。

アパレル資材事業におきましては、売上、利益とも丸幸株式会社子会社化による影響が大きく寄与し、売上高は

843,612千円（前年同四半期比56.3％増）、セグメント利益（営業利益）は47,537千円（前年同四半期比5.4％増）

となり増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90,783千円であります。

 

(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1.1％増加し、5,965,122千円となりました。これは、主として商品及

び製品などのたな卸資産が92,410千円増加し、現金及び預金が20,474千円減少したことによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％減少し、1,887,375千円となりました。これは、主として減価償

却等により有形固定資産が16,319千円減少し、退職給付に係る負債の減少に伴う繰延税金資産の減少と株価上昇

による投資有価証券の増加等で投資その他の資産が9,155千円増加したことによります。

この結果総資産は、前連結会計年度末に比べて60,291千円増加し、7,852,498千円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.4％増加し、2,056,872千円となりました。これは、主として支払手

形及び買掛金が124,378千円増加し、１年内償還予定の社債が70,000千円減少、未払法人税等が20,282千円減少、

賞与引当金が22,700千円減少したことによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて16.9％増加し、583,065千円となりました。これは、主として私募債の

発行等により社債が95,000千円増加したことによります。
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（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、5,212,559千円となりました。これは、主として配当

等で利益剰余金が42,285千円減少し、その他の包括利益累計額が9,846千円増加したことによります。

 

(3) 仕入及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、アパレル資材事業の仕入及び販売の実績が前年同四半期と比較して著しく

増加しております。これは、主として平成26年２月に丸幸株式会社を子会社化し連結の範囲に含めたことによるも

のであり、仕入実績は662,513千円(前年同四半期比64.2％増)、販売実績は843,612千円(前年同四半期比56.3％増)

となりました。

 

(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26年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26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26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】

① 【発行済株式】

   平成26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

21,700
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

6,059,500
60,595 ―

単元未満株式
普通株式

4,201
― ―

発行済株式総数 6,085,401 ― ―

総株主の議決権 ― 60,595 ―
 

(注) 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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26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。

 

② 【自己株式等】

  平成26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

21,700 ― 21,700 0.36

計 ― 21,700 ― 21,700 0.36
 

 

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26年５月１日から平成

26年７月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年５月１日から平成26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26年４月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年７月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,660,987 1,640,513

  受取手形及び売掛金 2,767,955 2,781,443

  商品及び製品 1,093,975 1,189,683

  原材料 236,794 233,497

  その他 150,920 130,828

  貸倒引当金 △10,143 △10,843

  流動資産合計 5,900,490 5,965,122

 固定資産   

  有形固定資産 1,441,699 1,425,380

  無形固定資産 93,225 96,048

  投資その他の資産   

   投資有価証券 183,388 203,982

   その他 173,726 162,590

   貸倒引当金 △324 △626

   投資その他の資産合計 356,790 365,946

  固定資産合計 1,891,716 1,887,375

 資産合計 7,792,206 7,852,498

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 1,599,122 1,723,501

  短期借入金 13,700 13,700

  1年内償還予定の社債 150,000 80,000

  未払金 46,242 48,249

  未払法人税等 30,680 10,398

  賞与引当金 59,300 36,600

  その他 149,514 144,424

  流動負債合計 2,048,560 2,056,872

 固定負債   

  社債 180,000 275,000

  退職給付に係る負債 214,701 202,096

  役員退職慰労引当金 103,020 104,900

  繰延税金負債 926 1,069

  固定負債合計 498,647 583,065

 負債合計 2,547,207 2,639,938
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年４月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26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 1,096,233 1,096,233

  利益剰余金 3,167,863 3,125,577

  自己株式 △2,876 △2,876

  株主資本合計 5,148,865 5,106,580

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 34,847 48,498

  為替換算調整勘定 61,285 57,480

  その他の包括利益累計額合計 96,133 105,979

 純資産合計 5,244,998 5,212,559

負債純資産合計 7,792,206 7,852,498
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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25年５月１日
　至 平成25年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
　至 平成26年７月31日)

売上高 2,029,276 2,332,208

売上原価 1,652,028 1,901,969

売上総利益 377,248 430,239

販売費及び一般管理費 359,115 408,129

営業利益 18,133 22,109

営業外収益   

 受取利息 168 170

 受取配当金 1,817 2,862

 受取賃貸料 660 677

 その他 1,548 1,308

 営業外収益合計 4,195 5,019

営業外費用   

 支払利息 661 871

 社債発行費 - 2,863

 為替差損 1,009 -

 その他 15 72

 営業外費用合計 1,685 3,807

経常利益 20,642 23,320

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 840 12

 減損損失 155 91

 特別損失合計 1,801 103

税金等調整前四半期純利益 19,082 23,217

法人税、住民税及び事業税 5,155 5,861

法人税等調整額 9,816 △994

法人税等合計 14,972 4,866

少数株主損益調整前四半期純利益 4,110 18,350

四半期純利益 4,110 18,350
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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25年５月１日
　至 平成25年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
　至 平成26年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,110 18,350

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △10,131 13,651

 為替換算調整勘定 30,908 △3,805

 その他の包括利益合計 20,776 9,846

四半期包括利益 24,887 28,197

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 24,887 28,197

 少数株主に係る四半期包括利益 - -
 

EDINET提出書類

アゼアス株式会社(E24248)

四半期報告書

11/16



【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

１．受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

 

 
前連結会計年度

(平成26年４月30日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年７月31日)

受取手形裏書譲渡高 68,521千円 61,479千円
 

　

(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(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、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25年５月１日
至 平成25年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
至 平成26年７月31日)

減価償却費 18,573千円 17,124千円

のれんの償却額 ― 879千円
 

 

(株主資本等関係)

前第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。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年５月１日 至 平成26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26年７月29日
定時株主総会

普通株式 60,636 10.00 平成26年４月30日 平成26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。
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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

868,662 413,806 539,609 1,822,078 207,198 2,029,276 ― 2,029,276

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

796 0 8,978 9,775 12,412 22,188 △22,188 ―

計 869,458 413,807 548,588 1,831,854 219,610 2,051,464 △22,188 2,029,276

セグメント利益 69,585 13,570 45,106 128,262 △2,799 125,462 △107,329 18,133
 

(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。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年５月１日 至 平成26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

809,714 415,347 843,612 2,068,674 263,533 2,332,208 ― 2,332,208

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

131 ― 518 650 19,771 20,421 △20,421 ―

計 809,845 415,347 844,131 2,069,325 283,305 2,352,630 △20,421 2,332,208

セグメント利益 46,656 15,361 47,537 109,555 4,204 113,759 △91,650 22,109
 

(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△866千円、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△90,783千円であります。

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。

 

EDINET提出書類

アゼアス株式会社(E24248)

四半期報告書

13/16



 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益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25年５月１日
至 平成25年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年５月１日
至 平成26年７月31日)

   １株当たり四半期純利益金額 0円69銭 3円02銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額　(千円) 4,110 18,350

    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　(千円) 4,110 18,350

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,913,605 6,063,605

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) 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26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26年５月１日から平成27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26年５月１日から平成

26年７月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年５月１日から平成26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26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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

 

EDINET提出書類

アゼアス株式会社(E24248)

四半期報告書

16/16


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

