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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

23年3月期第3四半期 466 18.4 69 220.0 69 216.2 68 213.1
22年3月期第3四半期 394 △13.2 21 995.1 22 ― 21 ―

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

23年3月期第3四半期 7,446.56 7,369.72
22年3月期第3四半期 2,101.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第3四半期 667 550 82.0 62,219.00
22年3月期 638 503 78.8 54,142.16

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  547百万円 22年3月期  503百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 750.00 750.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

750.00 750.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 615 3.4 65 15.3 65 14.3 65 37.1 6,990.75



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 11,631株 22年3月期  11,631株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,833株 22年3月期  2,333株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  9,207株 22年3月期3Q 10,421株

※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、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、
実際の実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）3ページ「業績予想に関する定性
的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国の経済は、アジア向けの輸出や

生産の増加、猛暑効果による消費増などにより、景気は緩やかな回復基調にはあるものの、夏場以降の急激な円高

の進行、不安定な雇用情勢、デフレ傾向の強まりなど、足踏みの状態が続いております。当社が属する情報サービ

ス産業においても、IT投資を抑制する企業は依然として多く、厳しい競争環境が続いています。 

 このような状況の下、当事業年度（平成22年４月１日～平成23年３月31日）は、収益改善策として前事業年度に

取り組んだ利益率の高いクラウドサービス（ASP・SaaS※）の増強を継続しつつ、中長期的な視点での当社の発展

のため、新しい成長エンジンを発掘・育成することに注力しております。アプリケーション開発事業に比べると特

色や利幅の薄い受託開発事業は思い切って縮小し、アプリケーション開発事業や新規事業のテストマーケティング

等の業務への再配置を進めています。 

 これらの結果、当第３四半期累計期間においては、売上高466,976千円（前年同期比18.4％増）、営業利益

69,377千円（前年同期比220.0％増）、経常利益69,687千円（前年同期比216.2％増）、四半期純利益68,560千円

（前年同期比213.1％増）となりました。 

  

 事業別の状況は以下のとおりです。 

  

①アプリケーション開発事業 

 増強中のクラウドサービス（ASP・SaaS）案件がおおよそ順調に進んだことに加え、比較的大型の案件の受注等

もあり、売上高は333,442千円（前年同期比26.8％増）となりました。 

  

②受託開発事業 

 前述のとおり、新しい成長エンジン発掘のため、発展的に事業を縮小中ですが、既存案件の納品等により、売上

高は133,533千円（前年同期比1.5％増）となりました。 

 しかし、受託開発事業の主要な取引先の引継ぎは当第３四半期でほぼ完了したため、第４四半期以降は売上高は

大幅に減少する見通しです。 

  

※ASP・SaaS（エーエスピー・サース） 

ソフトウェア提供者（この場合、当社）が管理するサーバー上で稼動しているソフトウェアを、ユーザー企業がイ

ンターネット経由でサービスとして利用する形態。ユーザー企業は、サーバー・ソフトウェアの管理やライセンス

費用の負担なく、毎月の使用料を支払うことで、比較的安価な利用が可能となる。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末の総資産は、前事業年度末に比べ28,383千円増加し、667,326千円（前事業年度末比4.4％増）と

なりました。 

 流動資産は、前事業年度末に比べ受取手形及び売掛金が65,108千円減少した一方で、現金及び預金が86,161千円

増加したことにより25,609千円増加いたしました。固定資産は、前事業年度末に比べ差入保証金が17,312千円減少

した一方で、有形固定資産が16,096千円、長期預金が4,500千円増加したことにより2,773千円増加いたしました。

 当第３四半期末の負債は、前事業年度末に比べ18,256千円減少し、117,273千円（前事業年度末比13.5％減）と

なりました。 

 流動負債は、前事業年度末に比べ買掛金が17,730千円減少したことにより24,134千円減少いたしました。固定負

債は、第１四半期会計期間より資産除去債務6,862千円を計上したことにより5,877千円増加いたしました。 

 当第３四半期末の純資産は、前事業年度に比べ46,639千円増加し、550,053千円（前事業年度末比9.3％増）とな

りました。これは、自己株式の取得により17,550千円、剰余金の配当により6,973千円減少した一方で、四半期純

利益68,560千円を計上したことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物残高（以下、「資金」という）は、前事業年度末に比べ86,088千円

増加し、459,424千円（前事業年度末比23.1％増）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な発

生要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、117,326千円となりました。これは、主な資金

減少要因として仕入債務の減少額17,730千円があったものの、主な資金増加要因として税引前四半期純利益70,882

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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千円、売上債権の減少額65,108千円があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において投資活動の結果支払われた資金は、6,990千円となりました。これは、主な資金

増加要因として差入保証金の回収による収入17,312千円があったものの、主な資金減少要因として有形固定資産の

取得による支出17,423千円、定期預金の預入による支出4,572千円があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間において財務活動の結果支払われた資金は、24,247千円となりました。これは、自己株式

取得による支出17,643千円、配当金の支払額6,603千円によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間までの業績は概ね順調に推移いたしましたが、第４四半期のアプリケーション開発事業の

案件には不確定な要素が含まれること、「経営成績に関する定性的情報」に記載のとおり発展的に縮小を図ってい

る受託開発事業の売上高が今後大きく減少すること、広告宣伝やテストマーケティングなど将来に向けての取り組

みを強化する予定であることなどから、平成22年10月28日に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」、及び平成22年10月29日付当社「平成23年３月期 第２四半期決算短信」にて公表した平成23年３月期通期業

績予想に変更はありません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 一部の項目について簡便な会計処理を適用しておりますが、重要なものはありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ1,689千円減少

しております。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 489,781 403,620 

受取手形及び売掛金 63,514 128,622 

仕掛品 6,659 3,741 

その他 17,044 16,330 

貸倒引当金 △901 △1,826 

流動資産合計 576,098 550,488 

固定資産   

有形固定資産 24,712 8,616 

無形固定資産 12,857 14,634 

投資その他の資産   

その他 53,788 65,333 

貸倒引当金 △130 △130 

投資その他の資産合計 53,657 65,203 

固定資産合計 91,228 88,454 

資産合計 667,326 638,943 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,303 21,034 

未払法人税等 824 1,994 

賞与引当金 2,216 7,685 

製品保証引当金 69 361 

本社移転損失引当金 － 6,880 

その他 91,635 84,226 

流動負債合計 98,049 122,183 

固定負債   

長期前受収益 6,493 9,549 

繰延税金負債 5,867 3,795 

資産除去債務 6,862 － 

固定負債合計 19,223 13,345 

負債合計 117,273 135,529 

純資産の部   

株主資本   

資本金 322,420 322,420 

資本剰余金 243,954 301,086 

利益剰余金 68,560 △50,158 

自己株式 △93,017 △75,467 

株主資本合計 541,918 497,881 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,484 5,532 

評価・換算差額等合計 5,484 5,532 

新株予約権 2,650 － 

純資産合計 550,053 503,413 

負債純資産合計 667,326 638,943 
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 394,429 466,976 

売上原価 147,222 154,510 

売上総利益 247,206 312,465 

販売費及び一般管理費 225,528 243,088 

営業利益 21,678 69,377 

営業外収益   

受取利息 196 168 

受取配当金 6 6 

未払配当金除斥益 544 － 

雑収入 38 239 

営業外収益合計 785 413 

営業外費用   

支払手数料 297 93 

雑損失 123 9 

営業外費用合計 420 102 

経常利益 22,042 69,687 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 924 

製品保証引当金戻入額 74 291 

特別利益合計 74 1,216 

特別損失   

固定資産除却損 － 21 

特別損失合計 － 21 

税引前四半期純利益 22,116 70,882 

法人税、住民税及び事業税 217 217 

法人税等調整額 － 2,104 

法人税等合計 217 2,322 

四半期純利益 21,899 68,560 

5

株式会社エイジア（2352）　平成23年３月期　第３四半期決算短信（非連結）



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 22,116 70,882 

減価償却費 8,959 13,019 

商標権償却 50 50 

株式報酬費用 － 2,650 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 275 △924 

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,050 △5,468 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △74 △291 

本社移転損失引当金の増減額 (△は減少) － △6,880 

受取利息及び受取配当金 △202 △174 

固定資産除却損 － 21 

売上債権の増減額（△は増加） △13,606 65,108 

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,769 △2,918 

仕入債務の増減額（△は減少） 10,449 △17,730 

長期前受収益の増減額（△は減少） △2,061 △3,056 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,221 △553 

その他の固定資産の増減額（△は増加） 56 △1,347 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 17,088 4,797 

その他 419 114 

小計 18,431 117,296 

利息及び配当金の受取額 202 174 

法人税等の支払額 △170 △145 

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,463 117,326 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,591 △4,572 

有形固定資産の取得による支出 △7,282 △17,423 

無形固定資産の取得による支出 △250 △2,146 

貸付けによる支出 － △300 

貸付金の回収による収入 370 140 

差入保証金の回収による収入 280 17,312 

その他 61 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,413 △6,990 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △35,225 △17,643 

配当金の支払額 △14 △6,603 

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,240 △24,247 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,189 86,088 

現金及び現金同等物の期首残高 409,792 373,335 

現金及び現金同等物の四半期末残高 381,602 459,424 
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該当事項はありません。  

  

 当社は、平成22年11月８日開催の取締役会決議に基づき、自己株式500株の取得を行い、自己株式が17,550千

円増加いたしました。この結果、当第３四半期会計期間末において自己株式は93,017千円となっております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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