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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(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 ％

25年3月期第3四半期 2,594 △1.6 122 △47.1 129 △45.9 69 △59.6

24年3月期第3四半期 2,637 △2.9 232 15.9 238 16.1 173 16.4

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 76百万円 （△56.8％） 24年3月期第3四半期 177百万円 （15.7％）

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

25年3月期第3四半期 2.38 1.38
24年3月期第3四半期 5.89 2.82

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 1,609 846 43.8
24年3月期 1,568 769 40.7

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  705百万円 24年3月期  638百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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 3,800 6.8 200 △39.0 210 △37.4 120 △51.7 4.08

y-kamei
新規スタンプ



(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 なお、当四半期決算補足説明、及び中期経営計画資料を平成25年2月1日に当社ホームページ（http://www.airex.co.jp）に掲載しております。 

※  注記事項

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） 25年3月期3Q 29,417,400 株 24年3月期 29,417,400 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 7,706 株 24年3月期 5,806 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 29,410,580 株 24年3月期3Q 29,411,594 株
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当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、東日本大震災の復興需要を背景にして企業の

生産や個人消費が緩やかに回復していく中で、企業収益もようやく下げ止まりを見せ持ち直しの動き

が見えるようになってまいりましたが、下半期に入ると一転して企業の生産が減少に転じ、企業収益

の持ち直しは頭打ち感を強め各企業の業況判断も慎重さを増すようになってまいりました。また、世

界経済におきましても、雇用環境の改善の遅れや一部の国々における財政の先行き不安から欧米諸国

における景気回復の動きは非常に弱く、アジア諸国においても景気の拡大テンポは足踏み状態に入っ

たままで安定し、景気回復は頭打ちとなってまいりました。 

情報サービス業界におきましても、上半期までは概ね前年度より増加傾向で推移してまいりました

が、下半期に入ると、計算事務等情報処理、システム等管理運営受託を除きソフトウェア開発全般で

前年比減少に転じるなど、景気回復が頭打ちとなったことを反映して次第に厳しい動きとなってまい

りました。 

このような事業環境下で、当社グループは引き続き経営の効率化、及び新規顧客開拓等による事業

拡大を図り更なる利益体質の強化に日々努め、従来からの既存市場への取り組みに加え、「安心・安

全・快適」をキーワードとする３つの伸長分野（ヘルスケア・セキュリティ・ＩＣＴ）へのソリュー

ションビジネスの拡大を推進しております。 

  

①売上高及び営業利益 

当第３四半期連結累計期間における当社グループは、引き続き業務改革、事業構造改革等に注

力し、また、新規ソリューションビジネスの拡大を推進いたしましたが、景気回復が頭打ちとな

ったことを反映して開発の見送り等により売上高が急激に減少するなどの影響を受け、売上高は

前年同四半期と比べ43,440千円（△1.6％）減少し2,594,556千円となりました。また、低価格案

件の集中や中途社員の採用の伸び悩みによる外注委託の増加等により原価率が悪化し、営業利益

は前年同四半期と比べ109,415千円（△47.1％）減少し122,646千円となりました。 

②経常利益 

営業外損益では、受取配当金や受取賃貸料等の営業外収益が7,570千円ありましたが、営業外費

用で支払利息が978千円あり、その結果、当第３四半期連結累計期間の経常利益は前年同四半期と

比べ109,736千円（△45.9％）減少し129,238千円となりました。 

③四半期純利益 

特別損益では、特別利益で投資有価証券売却益が1,637千円ありましたが、特別損失で投資有価

証券評価損が220千円あり、また、法人税等を50,858千円計上したことにより、当第３四半期連結

累計期間の四半期純利益は、前年同四半期と比べ103,179千円（△59.6％）減少し69,942千円とな

りました。 

  

（資産） 

流動資産は、現金及び預金等が減少いたしましたが、受取手形及び売掛金、仕掛品等が増加

し、前連結会計年度末より17,607千円増加し1,219,036千円となりました。 

 固定資産は、無形固定資産の増加等により、前連結会計年度末より23,198千円増加し390,506千

円となりました。 

 その結果、資産合計は前連結会計年度末より40,806千円増加し1,609,543千円となりました。 

（負債） 

流動負債は、支払手形及び買掛金等が増加いたしましたが、短期借入金、未払法人税等の減少

により、前連結会計年度末より55,457千円減少し626,659千円となりました。 

 固定負債は、退職給付引当金の増加等により19,523千円増加し136,491千円となりました。 

 その結果、負債合計は前連結会計年度末より35,934千円減少し763,150千円となりました。 

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
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（純資産） 

純資産は、一部の保有株式の時価が下落したことによりその他有価証券評価差額金が2,690千円

減少いたしましたが、四半期純利益69,942千円の計上等により、前連結会計年度末より76,741千

円増加し846,393千円となりました。 

  

最近の業績の動向に基づき、平成24年5月15日に発表いたしました平成25年3月期の連結業績予想を修
正しております。なお、詳細につきましては、本日発表しております「業績予想の修正に関するお知ら
せ」をご参照ください。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 252,947 223,466

受取手形及び売掛金 845,761 869,026

仕掛品 43,048 61,388

原材料及び貯蔵品 599 651

その他 59,072 64,502

流動資産合計 1,201,429 1,219,036

固定資産

有形固定資産 77,384 77,940

無形固定資産 31,504 51,474

投資その他の資産

投資有価証券 188,722 189,605

その他 72,350 74,140

貸倒引当金 △2,654 △2,654

投資その他の資産合計 258,418 261,092

固定資産合計 367,307 390,506

資産合計 1,568,737 1,609,543

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 234,012 249,535

短期借入金 241,798 202,805

未払法人税等 41,434 21,174

賞与引当金 70,504 37,676

その他 94,368 115,467

流動負債合計 682,117 626,659

固定負債

退職給付引当金 96,343 113,942

その他の引当金 8,059 8,948

その他 12,564 13,600

固定負債合計 116,968 136,491

負債合計 799,085 763,150

純資産の部

株主資本

資本金 80,000 80,000

資本剰余金 35,710 35,710

利益剰余金 496,393 566,336

自己株式 △653 △789

株主資本合計 611,450 681,256

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 27,161 24,470

その他の包括利益累計額合計 27,161 24,470

少数株主持分 131,040 140,665

純資産合計 769,652 846,393

負債純資産合計 1,568,737 1,609,543
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 2,637,997 2,594,556

売上原価 2,085,854 2,192,661

売上総利益 552,142 401,894

販売費及び一般管理費

販売費 2,679 4,825

一般管理費 317,401 274,422

販売費及び一般管理費合計 320,080 279,248

営業利益 232,061 122,646

営業外収益

受取利息 50 35

受取配当金 4,295 3,740

受取賃貸料 3,771 3,771

その他 1,638 23

営業外収益合計 9,756 7,570

営業外費用

支払利息 2,562 978

その他 281 －

営業外費用合計 2,843 978

経常利益 238,974 129,238

特別利益

投資有価証券売却益 882 1,637

特別利益合計 882 1,637

特別損失

投資有価証券評価損 10,915 220

特別損失合計 10,915 220

税金等調整前四半期純利益 228,942 130,656

法人税等 45,261 50,858

少数株主損益調整前四半期純利益 183,680 79,798

少数株主利益 10,559 9,855

四半期純利益 173,121 69,942
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 183,680 79,798

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,824 △2,920

その他の包括利益合計 △5,824 △2,920

四半期包括利益 177,856 76,877

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 167,364 67,252

少数株主に係る四半期包括利益 10,491 9,625
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 該当事項はありません。 

  

  

 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）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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