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1. 平成30年4月期第1四半期の連結業績（平成29年5月1日～平成29年7月31日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年4月期第1四半期 2,167 5.0 10 ― 25 ― 12 ―

29年4月期第1四半期 2,065 △6.1 △7 ― △5 ― △4 ―

（注）包括利益 30年4月期第1四半期　　△3百万円 （―％） 29年4月期第1四半期　　△39百万円 （―％）

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

30年4月期第1四半期 2.25 ―

29年4月期第1四半期 △0.71 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年4月期第1四半期 7,545 5,079 67.3

29年4月期 7,525 5,140 68.3

（参考）自己資本 30年4月期第1四半期 5,079百万円 29年4月期 5,140百万円

2. 配当の状況

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

29年4月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

30年4月期 ―

30年4月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 4月期の連結業績予想（平成29年 5月 1日～平成30年 4月30日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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) 4,320 △0.1 22 △35.7 30 △21.1 18 △29.1 3.31

通期 9,312 1.5 200 19.0 212 18.3 128 △0.4 22.92

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年4月期1Q 6,085,401 株 29年4月期 6,085,401 株

② 期末自己株式数 30年4月期1Q 476,045 株 29年4月期 476,045 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年4月期1Q 5,609,356 株 29年4月期1Q 5,742,305 株

（注）期末自己株式数には、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式（30年4月期1Q 132,900株、29年4月期 132,900株）が含

まれております。また、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含
めております（30年4月期1Q 132,900株、29年4月期1Q ―株）。

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。



アゼアス株式会社(3161) 平成30年４月期 第１四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………P.2

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………P.2

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………P.2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………P.3

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………P.3

（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 …………………………………………P.5

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………P.7

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………P.7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………P.7

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………P.7

決算短信（宝印刷） 2017年09月12日 18時09分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



アゼアス株式会社(3161) 平成30年４月期 第１四半期決算短信

― 2 ―

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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益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。世界経済は、米国を中心に先進国では緩やかな回復が続きましたが、海外の地政学リスクなどの

景気下押し要因が残存し、中国及び新興国の景気減速等もあり、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１四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・環境資機材事業に加え、

たたみ資材事業においても増収増益となりましたが、アパレル資材事業においては、前連結会計年度に引続き需要の

低迷が続きました。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,167百万円（前年同四半期比5.0％増）、営業

利益は10百万円（前年同四半期は営業損失7百万円）、経常利益は25百万円（前年同四半期は経常損失5百万円）、親

会社株主に帰属する四半期純利益は12百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失4百万円）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、当社の強みであるタイベック®防護服の市場におけるシェア拡大と新規防

護服分野の市場創造に注力してまいりました。この結果、売上高は981百万円(前年同四半期比4.7％増)、セグメント

利益(営業利益)は57百万円(前年同四半期比3.2％増)となり増収増益となりました。

たたみ資材事業におきましては、畳表等の利益率の確保できる商品の販売に注力しました。その結果、売上高は332

百万円(前年同四半期比9.2％増)、セグメント利益(営業利益)は10百万円(前年同四半期比6.4％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、分野別に主要取引先への販売強化と高付加価値商品の販売の拡大に注力しまし

たが、カジュアルウエア分野の取引先の減産の影響が大きく、売上高は717百万円（前年同四半期比2.1％減）、セグ

メント利益（営業利益）は38百万円（前年同四半期比1.1％減）と、わずかながら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86百万円であります。

（注）「タイベック®」は、米国デュポン社の登録商標です。

　

（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0.7％増加し、5,703百万円となりました。これは、主として商品及び製

品が243百万円増加、差入保証金が90百万円増加、現金及び預金が32百万円増加し、受取手形及び売掛金が316百万

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1.0％減少し、1,842百万円となりました。これは、主として減価償却等

で有形固定資産が12百万円、無形固定資産が3百万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20百万円増加し、7,545百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.0％増加し、2,064百万円となりました。これは、主として支払手形及

び買掛金が228百万円増加し、未払法人税等が47百万円減少、賞与引当金が21百万円減少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8.4％減少し、400百万円となりました。これは、主として社債が30百万

円減少、退職給付に係る負債が11百万円減少し、繰延税金負債が4百万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1.2％減少し、5,079百万円となりました。これは、主として配当等で

利益剰余金が44百万円減少し、繰延ヘッジ損益の減少等によりその他の包括利益累計額が16百万円減少したためで

あります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,752,304 1,784,893

受取手形及び売掛金 2,584,843 2,268,563

電子記録債権 128,683 109,188

商品及び製品 977,670 1,221,326

仕掛品 2,100 2,214

原材料 114,457 115,452

差入保証金 - 90,000

その他 124,520 135,909

貸倒引当金 △19,444 △24,372

流動資産合計 5,665,135 5,703,175

固定資産

有形固定資産 1,445,786 1,433,069

無形固定資産 111,173 107,244

投資その他の資産

投資有価証券 142,805 144,265

保険積立金 100,070 100,459

その他 70,267 64,792

貸倒引当金 △10,055 △7,595

投資その他の資産合計 303,087 301,922

固定資産合計 1,860,047 1,842,236

資産合計 7,525,183 7,545,411

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,206,132 1,434,182

電子記録債務 255,146 266,292

短期借入金 13,700 13,700

1年内償還予定の社債 80,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 75,000 75,000

未払金 46,760 40,916

未払法人税等 55,510 8,172

賞与引当金 56,200 34,550

その他 158,794 122,139

流動負債合計 1,947,244 2,064,951

固定負債

社債 75,000 45,000

長期借入金 112,500 112,500

役員退職慰労引当金 110,500 107,480

役員株式給付引当金 6,448 10,088

退職給付に係る負債 132,825 121,524

その他 - 4,101

固定負債合計 437,274 400,695

負債合計 2,384,518 2,465,646
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年４月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29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 1,094,103 1,094,103

利益剰余金 3,338,243 3,293,494

自己株式 △266,865 △266,865

株主資本合計 5,053,126 5,008,378

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 25,127 26,251

繰延ヘッジ損益 4,083 △5,816

為替換算調整勘定 58,326 50,951

その他の包括利益累計額合計 87,537 71,386

純資産合計 5,140,664 5,079,764

負債純資産合計 7,525,183 7,545,411
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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28年５月１日
　至 平成28年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年５月１日
　至 平成29年７月31日)

売上高 2,065,318 2,167,721

売上原価 1,676,661 1,762,019

売上総利益 388,656 405,702

販売費及び一般管理費 396,364 395,562

営業利益又は営業損失（△） △7,707 10,139

営業外収益

受取利息 180 119

受取配当金 1,834 1,140

為替差益 444 5,649

補助金収入 - 3,588

その他 850 5,264

営業外収益合計 3,309 15,763

営業外費用

支払利息 623 437

保険解約損 701 -

その他 21 14

営業外費用合計 1,346 452

経常利益又は経常損失（△） △5,744 25,450

特別損失

減損損失 93 107

固定資産除却損 - 0

ゴルフ会員権評価損 452 -

特別損失合計 546 107

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（△）

△6,290 25,342

法人税、住民税及び事業税 3,736 4,730

法人税等調整額 △5,941 7,938

法人税等合計 △2,204 12,668

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,086 12,674

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

- -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△4,086 12,674
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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28年５月１日
　至 平成28年７月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年５月１日
　至 平成29年７月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,086 12,674

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,091 1,123

繰延ヘッジ損益 1,582 △9,900

為替換算調整勘定 △29,317 △7,375

その他の包括利益合計 △35,827 △16,151

四半期包括利益 △39,913 △3,477

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △39,913 △3,477

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）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１四半期連結累計期間(自 平成28年５月１日 至 平成28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

936,860 304,251 732,530 1,973,641 91,676 2,065,318 ― 2,065,318

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

348 53 1,241 1,643 32,039 33,682 △33,682 ―

計 937,209 304,304 733,771 1,975,285 123,715 2,099,001 △33,682 2,065,318

セグメント利益
又は損失（△）

55,752 10,316 38,785 104,854 △21,932 82,922 △90,630 △7,707

(注) １ 「その他」の区分は中国子会社であります。

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引に関わる調整額△959千円、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△89,670千円であります。

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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成29年５月１日 至 平成29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

981,279 332,370 717,115 2,030,765 136,956 2,167,721 ― 2,167,721

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

323 24 2,844 3,192 30,558 33,751 △33,751 ―

計 981,603 332,394 719,959 2,033,957 167,514 2,201,472 △33,751 2,167,721

セグメント利益
又は損失（△）

57,548 10,972 38,348 106,868 △9,191 97,677 △87,538 10,139

(注) １ 「その他」の区分は中国子会社であります。

２ セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引に関わる調整額△1,056千円、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△86,481千円であります。

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利益と調整を行っております。
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