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1.  平成24年4月期第1四半期の連結業績（平成23年5月1日～平成23年7月31日） 

（注）当社は、平成22年4月期第1四半期においては、四半期連結財務諸表を開示していないため、平成23年4月期第1四半期の対前年同四半期増減率の 
   記載をしておりません。 
（注）平成23年4月期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、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) 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 ％

24年4月期第1四半期 2,871 26.1 225 329.6 225 320.5 131 467.9
23年4月期第1四半期 2,277 ― 52 ― 53 ― 23 ―

（注）包括利益 24年4月期第1四半期 130百万円 （362.2％） 23年4月期第1四半期 28百万円 （―％）

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

24年4月期第1四半期 22.34 22.14
23年4月期第1四半期 3.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年4月期第1四半期 8,261 5,007 60.6
23年4月期 7,797 4,943 63.4

（参考） 自己資本   24年4月期第1四半期  5,007百万円 23年4月期  4,943百万円

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

23年4月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00
24年4月期 ―

24年4月期（予想） 0.00 ― 14.00 14.00

3.  平成24年4月期の連結業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 5,405 24.0 264 219.3 266 215.1 150 211.0 25.59
通期 10,300 3.2 422 4.0 425 4.6 222 △3.0 38.01



(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、 
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、四半期決算短信（添付資料）P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年4月期1Q 6,085,401 株 23年4月期 6,085,401 株

② 期末自己株式数 24年4月期1Q 188,757 株 23年4月期 224,757 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期1Q 5,868,144 株 23年4月期1Q 5,860,723 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災及びその後

の福島第一原子力発電所復旧作業の影響により、生産、設備投資、個人消費等、全般的に停滞し、電力

供給制限、急激な円高等により景気の先行きは不透明な状況で推移致しました。 

このような環境下、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、2,871百万円（前年同四

半期比26.1％増）、営業利益は225百万円（前年同四半期比329.6％増）、経常利益は225百万円（前年

同四半期比320.5％増）、四半期純利益は131百万円（前年同四半期比467.9％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。 

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、福島第一原子力発電所及び周辺の復旧

作業や、その他被災地における復旧作業等で官公庁を中心に防護服、手袋等保護具の需要が活発であっ

たことにより、売上高は1,410百万円（前年同四半期比40.0％増）、セグメント利益（営業利益）は245

百万円（前年同四半期比178.7％増）となり増収増益となりました。被災地における復旧活動に支障が

ないよう引続き当社グループの社会的責任を果たしてまいります。 

たたみ資材事業におきましても、震災復興に伴う東北地方でのたたみ資材の需要が増加したこと等に

より、売上高は505百万円（前年同四半期比26.6％増）、セグメント利益（営業利益）は29百万円（前

年同四半期比84.1％増）となり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、ワーキングウェア分野において比較的堅調に推移しましたが、合

成繊維を中心に仕入単価の値上がりが激しく、利益確保が厳しい状況が続きました。この結果、売上高

は763百万円（前年同四半期比4.4％増）、セグメント利益（営業利益）は36百万円（前年同四半期比

27.7％減）となり増収減益となりました。 

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が97百万円あります。 

  

  流動資産は、前連結会年度末に比べて7.7％増加し、6,832百万円となりました。これは、主として

受取手形及び売掛金が222百万円増加、商品及び製品が332百万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1.6％減少し、1,429百万円となりました。これは、主として

減価償却などにより有形固定資産が6百万円減少、ソフトウエア等の償却などにより無形固定資産が7百

万円減少、役員退職慰労引当金の目的使用に伴う繰延税金資産の回収などにより投資その他の資産が9

百万円減少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5.9％増加し、8,261百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて18.2％増加し、2,837百万円となりました。これは、主とし

て支払手形及び買掛金が352百万円増加、短期借入金が160百万円増加し、未払法人税等が68百万円減少

したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度に比べて8.2％減少し、416百万円となりました。これは、主として社債

が15百万円減少、役員退職慰労引当金が19百万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）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

（負債）

アゼアス㈱　（3161）　平成24年４月期　第１四半期決算短信

－ 2 －



  

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.3%増加し、5,007百万円となりました。これは、主とし

て新株予約権（ストックオプション）の行使による自己株式の処分により資本剰余金が10百万円増加、

利益剰余金が49百万円増加したことなどによります。 

  

平成24年４月期の連結業績予想につきましては、平成23年６月８日に公表いたしました連結業績予想

に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

（純資産）

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,582,000 1,504,524

受取手形及び売掛金 3,408,999 3,631,360

商品及び製品 991,261 1,324,016

原材料 271,767 273,151

その他 102,344 112,731

貸倒引当金 △11,889 △13,499

流動資産合計 6,344,483 6,832,284

固定資産

有形固定資産 1,028,688 1,022,421

無形固定資産 153,426 145,458

投資その他の資産

投資有価証券 132,019 130,790

その他 166,395 158,270

貸倒引当金 △27,069 △27,431

投資その他の資産合計 271,344 261,629

固定資産合計 1,453,460 1,429,508

資産合計 7,797,944 8,261,793

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,941,043 2,293,512

短期借入金 43,700 203,700

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 142,333 74,036

賞与引当金 53,600 33,000

その他 169,862 183,697

流動負債合計 2,400,539 2,837,947

固定負債

社債 170,000 155,000

退職給付引当金 180,439 178,080

役員退職慰労引当金 103,650 83,700

固定負債合計 454,089 416,780

負債合計 2,854,629 3,254,727
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23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 1,038,033 1,048,116

利益剰余金 3,069,213 3,118,286

自己株式 △29,649 △24,900

株主資本合計 4,965,242 5,029,148

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,918 9,773

為替換算調整勘定 △33,847 △31,855

その他の包括利益累計額合計 △21,928 △22,082

純資産合計 4,943,314 5,007,066

負債純資産合計 7,797,944 8,261,793
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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22年５月１日
至 平成22年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年５月１日
至 平成23年７月31日)

売上高 2,277,602 2,871,527

売上原価 1,840,539 2,270,646

売上総利益 437,063 600,881

販売費及び一般管理費 384,617 375,590

営業利益 52,445 225,290

営業外収益

受取利息 638 296

受取配当金 1,122 1,187

受取賃貸料 557 660

その他 929 309

営業外収益合計 3,248 2,453

営業外費用

支払利息 1,115 1,054

為替差損 1,034 1,599

その他 18 7

営業外費用合計 2,168 2,661

経常利益 53,525 225,082

特別利益

貸倒引当金戻入額 402 －

特別利益合計 402 －

特別損失

固定資産売却損 － 29

固定資産除却損 － 363

減損損失 136 128

特別損失合計 136 521

税金等調整前四半期純利益 53,791 224,560

法人税、住民税及び事業税 6,257 70,880

法人税等調整額 24,445 22,557

法人税等合計 30,703 93,438

少数株主損益調整前四半期純利益 23,088 131,122

四半期純利益 23,088 131,122
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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22年５月１日
至 平成22年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年５月１日
至 平成23年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 23,088 131,122

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,101 △2,145

為替換算調整勘定 16,350 1,991

その他の包括利益合計 5,249 △153

四半期包括利益 28,337 130,968

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 28,337 130,968

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年５月１日  至  平成22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 

 
(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671千円、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△105,283千円であります。 

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23年５月１日  至  平成23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 

 
(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1,016千円、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△97,729千円であります。 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(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

1,007,296 399,595 731,396 2,138,289 139,313 2,277,602 ― 2,277,602

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

118 ― 715 834 6,379 7,213 △7,213 ―

計 1,007,415 399,595 732,111 2,139,123 145,692 2,284,815 △7,213 2,277,602

セグメント利益 88,215 16,159 51,085 155,459 1,597 157,057 △104,611 52,445

(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

1,410,533 505,864 763,401 2,679,799 191,728 2,871,527 ― 2,871,527

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

8 ― 1,413 1,421 17,962 19,384 △19,384 ―

計 1,410,541 505,864 764,815 2,681,221 209,691 2,890,912 △19,384 2,871,527

セグメント利益 245,898 29,741 36,933 312,574 9,428 322,003 △96,713 225,290

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当第１四半期連結累計期間において、防護服・環境資機材事業の生産、仕入及び販売実績が前年同四

半期と比べ著しく増加しております。 

これは、福島第一原子力発電所及び周辺の復旧作業や、その他被災地における復旧作業等で官公庁を

中心に防護服、手袋等保護具の需要が活発であったことにより、これらの供給体制を充実させたためで

あります。この結果、防護服・環境資機材事業の生産実績は146百万千円（前年同四半期比111.1％

増）、仕入実績は1,257百万円（前年同四半期比80.8％増）、販売実績は1,410百万円（前年同四半期比

40.0％増）となっております。なお、これらの金額には消費税等は含まれておりません。また、生産実

績は製造原価に、仕入実績は仕入価格によっております。 

  

４．補足情報

（１）生産、仕入及び販売の状況
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