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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

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業業績や雇用環境に改善が見られ、引き続き緩やかな回

復基調が続きましたが、中国等アジア諸国の経済成長の鈍化、円安の進行による輸入品価格の上昇など、不安定な

状況がみられ、景気は依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

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、主力事業であります防護服・環境資機材事業は増収

となりましたが、たたみ資材事業をとりまく環境は引続き厳しく、またアパレル資材事業においても当初計画の売

上を確保することができなかったため、売上高は、4,602百万円（前年同四半期比5.9％減）と減収となりました。

この減収に伴い利益確保が厳しく、営業損失58百万円（前年同四半期は営業利益75百万円）、経常損失54百万円（前

年同四半期は経常利益77百万円）となりましたが、投資有価証券売却益等の特別利益の計上により、親会社株主に

帰属する四半期純利益は16百万円（前年同四半期比77.6％減）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、官公庁関連の大口需要への対応準備を進める一方、一般産業向け需要

に注力しました。この結果、売上高は、1,853百万円(前年同四半期比9.4％増)と増収となりましたが、原価の高騰

に伴う価格改定への対応の遅れにより、セグメント利益(営業利益)は、101百万円(前年同四半期比7.9％減)となり

増収減益となりました。

たたみ資材事業におきましては、前期顕著であった消費税増税に伴う駆け込み需要の反動の影響が長引いており、

需要の低迷が続いているため、売上高は715百万円(前年同四半期比14.8％減)、セグメント利益(営業利益)も13百万

円(前年同四半期比44.0％減)と、減収減益になりました。

アパレル資材事業におきましては、メンズカジュアル向け資材の売上が低調に推移したため、売上高は1,613百万

円（前年同四半期比7.9％減）、セグメント利益（営業利益）は60百万円（前年同四半期比42.1％減）となり減収減

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等の全社費用は、212百万円であります。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.4％増加し、6,209百万円となりました。これは、主として商品及び

製品が257百万円増加し、現金及び預金が208百万円減少したためであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.7％増加し、1,886百万円となりました。これは、建設中のアゼアス

デザインセンター秋田に係る土地の取得や建設仮勘定の計上等で有形固定資産が82百万円増加し、投資有価証券

の売却等で投資その他の資産が54百万円減少したためであります。

この結果総資産は、前連結会計年度末に比べて178百万円増加し、8,096百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて7.8％増加し、2,196百万円となりました。これは、主として支払手形

及び買掛金が122百万円増加したためであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて31.0％増加し、709百万円となりました。これは、主として長期借入金

が225百万円増加したためであります。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.8％減少し、5,190百万円となりました。これは、主として自己株

式の取得等で自己株式が105百万円増加したためであります。
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（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208百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には1,562百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果支出した資金は、302百万円（前年同四半期は、13百万円の獲得）となりました。支出の主な

内訳は、売上債権の増加60百万円、たな卸資産の増加243百万円、未払消費税等の減少83百万円であります。収

入の主な内訳は仕入債務の増加103百万円であります。

（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、8百万円（前年同四半期は、35百万円の支出）となりました。支出の主な内

訳は、建設中でありますアゼアスデザインセンター秋田に係る土地の取得など有形固定資産の取得による支出

127百万円であります。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入105百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果獲得した資金は、93百万円（前年同四半期は、37百万円の支出）となりました。収入の主な

内訳は、長期借入れによる収入300百万円であります。支出の主な内訳は、自己株式の取得による支出109百万

円、配当金の支払額59百万円、社債の償還による支出40百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年４月期の連結業績予想につきましては、平成27年９月25日に公表いたしました連結業績予想に変更あり

ません。
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２．サマリー情報(注記事項)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

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財

務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配

株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び

前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,130,624 1,922,564

受取手形及び売掛金 2,727,457 2,812,920

商品及び製品 878,813 1,136,744

原材料 219,684 212,297

その他 129,349 149,296

貸倒引当金 △22,339 △23,915

流動資産合計 6,063,589 6,209,906

固定資産

有形固定資産 1,337,768 1,419,872

無形固定資産 115,700 120,817

投資その他の資産

投資有価証券 242,707 185,107

保険積立金 99,567 100,481

その他 64,468 68,527

貸倒引当金 △5,582 △7,883

投資その他の資産合計 401,161 346,231

固定資産合計 1,854,630 1,886,922

資産合計 7,918,220 8,096,829

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,653,005 1,775,043

短期借入金 13,700 13,700

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 - 75,000

未払金 35,220 56,311

未払法人税等 31,362 19,050

賞与引当金 63,852 69,700

その他 160,854 107,733

流動負債合計 2,037,994 2,196,538

固定負債

社債 235,000 195,000

長期借入金 - 225,000

退職給付に係る負債 168,415 164,419

役員退職慰労引当金 111,740 104,030

繰延税金負債 26,696 21,354

固定負債合計 541,852 709,804

負債合計 2,579,847 2,906,343
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年４月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27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 1,096,906 1,095,885

利益剰余金 3,219,257 3,176,059

自己株式 △60,317 △165,845

株主資本合計 5,143,491 4,993,744

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 78,689 58,244

為替換算調整勘定 116,191 138,497

その他の包括利益累計額合計 194,881 196,741

純資産合計 5,338,373 5,190,486

負債純資産合計 7,918,220 8,096,829
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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26年５月１日
　至 平成26年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年５月１日
　至 平成27年10月31日)

売上高 4,892,426 4,602,139

売上原価 4,005,876 3,797,130

売上総利益 886,549 805,008

販売費及び一般管理費 811,542 863,805

営業利益又は営業損失（△） 75,007 △58,797

営業外収益

受取利息 333 379

受取配当金 3,057 2,659

受取賃貸料 1,337 120

保険解約返戻金 - 2,514

その他 2,576 1,151

営業外収益合計 7,305 6,824

営業外費用

支払利息 1,675 1,410

社債発行費 2,863 -

為替差損 - 697

その他 152 689

営業外費用合計 4,691 2,797

経常利益又は経常損失（△） 77,621 △54,770

特別利益

固定資産売却益 - 8,247

投資有価証券売却益 271 75,912

特別利益合計 271 84,160

特別損失

固定資産売却損 - 34

固定資産除却損 12 31

減損損失 91 37

投資有価証券評価損 - 526

特別損失合計 103 629

税金等調整前四半期純利益 77,790 28,760

法人税、住民税及び事業税 13,549 13,998

法人税等調整額 △9,756 △1,791

法人税等合計 3,793 12,206

四半期純利益 73,996 16,554

親会社株主に帰属する四半期純利益 73,996 16,554
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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26年５月１日
　至 平成26年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年５月１日
　至 平成27年10月31日)

四半期純利益 73,996 16,554

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22,145 △20,445

為替換算調整勘定 △2,336 22,305

その他の包括利益合計 19,809 1,860

四半期包括利益 93,806 18,414

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 93,806 18,414

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

決算短信 （宝印刷）  2015年12月07日 11時46分 8ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



アゼアス株式会社(3161) 平成28年４月期 第２四半期決算短信

― 9 ―

（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26年５月１日
　至 平成26年10月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年５月１日
　至 平成27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 77,790 28,760

減価償却費 34,648 38,777

のれん償却額 1,758 1,758

減損損失 91 37

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,198 3,213

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,000 5,756

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,180 △7,710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △28,344 △5,691

受取利息及び受取配当金 △3,391 △3,038

為替差損益（△は益） 61 △714

支払利息 1,675 1,410

社債発行費 2,863 -

投資有価証券売却損益（△は益） △271 △75,912

投資有価証券評価損益（△は益） - 526

固定資産売却損益（△は益） - △8,213

固定資産除却損 12 31

売上債権の増減額（△は増加） △236,196 △60,306

たな卸資産の増減額（△は増加） △59,796 △243,648

仕入債務の増減額（△は減少） 240,787 103,748

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,199 △83,131

その他 2,064 28,154

小計 40,931 △276,190

利息及び配当金の受取額 3,438 3,085

利息の支払額 △1,786 △1,829

法人税等の支払額 △29,556 △29,015

その他 - 1,710

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,026 △302,239

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 330 -

投資有価証券の売却による収入 930 105,816

有形固定資産の取得による支出 △8,648 △127,975

有形固定資産の売却による収入 - 27,363

無形固定資産の取得による支出 △28,938 △12,000

保険積立金の積立による支出 △913 △913

その他 1,968 △448

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,271 △8,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 - 300,000

社債の発行による収入 147,136 -

社債の償還による支出 △125,000 △40,000

自己株式の処分による収入 412 2,884

自己株式の取得による支出 - △109,432

配当金の支払額 △59,672 △59,922

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,123 93,528

現金及び現金同等物に係る換算差額 △879 8,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,248 △208,152

現金及び現金同等物の期首残高 1,300,551 1,770,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,240,302 1,562,363
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（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（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26年５月１日 至 平成26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

1,694,265 839,962 1,752,044 4,286,272 606,153 4,892,426 ― 4,892,426

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,486 ― 2,570 4,056 46,475 50,532 △50,532 ―

計 1,695,751 839,962 1,754,615 4,290,329 652,629 4,942,958 △50,532 4,892,426

セグメント利益 110,475 24,858 104,635 239,968 12,386 252,355 △177,348 75,007

(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△3,514千円、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△173,834千円であります。

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27年５月１日 至 平成27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

1,853,644 715,965 1,613,216 4,182,825 419,314 4,602,139 ― 4,602,139

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

594 ― 2,779 3,374 77,534 80,909 △80,909 ―

計 1,854,239 715,965 1,615,995 4,186,200 496,848 4,683,048 △80,909 4,602,139

セグメント利益
又は損失(△)

101,774 13,921 60,550 176,246 △20,244 156,002 △214,799 △58,797

(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△1,810千円、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△212,988千円であります。

３ セグメント利益又は損失は、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。
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