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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 2,874 9.0 257 △1.2 255 △2.0 200 △34.9
22年3月期第3四半期 2,636 7.0 260 125.2 261 97.5 308 91.3

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 5,068.58 ―
22年3月期第3四半期 7,806.30 7,776.76

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 2,312 1,745 75.5 44,088.14
22年3月期 2,464 1,565 63.5 39,545.70

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,745百万円 22年3月期  1,565百万円

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 ― 500.00 500.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
500.00 500.00

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 4,500 12.8 438 0.1 444 0.0 444 △3.9 11,221.11
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(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.４「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 39,595株 22年3月期  39,595株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 39,595株 22年3月期3Q 39,489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報告書レビュー手続きの対象外であり、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報告書レビュー手続きを実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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条件に基づいて
おり、実際の業績は様々な原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については【添付資料】４ページ「１．当四半期の業績等
に関する定性的情報（３）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３四半期におけるわが国経済は、新興国市場の需要拡大や国内の各種経済対策等を背景に、景気は緩やかな

回復基調にあるものの、長引く円高やデフレの進行、欧州の財政不安などの不安材料が先行き不透明感を払拭でき

ず、依然としてデフレ進行や深刻な雇用情勢等への不安が残り、景気の回復は力強さを欠いたまま推移しました。

 ネットワークセキュリティ市場の動向としましては、企業の全般的なIT投資は依然として厳しい状況が続いてい

るものの、仮想化をはじめとしたITコスト削減や運用管理効率化を目的とした分野への関心は高まりを見せており

ます。 

 このような環境の下、当社は昨年度より引き続き仮想化／クラウドコンピューティング関連をはじめとしたネッ

トワークセキュリティ関連商品の販売及びそれらを組み合わせたコンサルティングやアセスメント、設計、構築支

援、保守、運用などといったサービス（以下、「商品組合せ型サービス」という。）の拡販に努めてまいりまし

た。 

 その結果、売上高は2,874百万円（前年同期比9.0％増）、営業利益は257百万円（前年同期比1.2％減）、経常利

益は255百万円（前年同期比2.0％減）、四半期純利益は200百万円（前年同期比34.9％減）となりました。 

 なお、当社では事業セグメントをネットワークセキュリティ事業のみとしております。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産額は2,312百万円となり、前事業年度末に比べて153百万円減少しました。これは、現金

及び預金が252百万円増加した一方、売掛金が478百万円減少したこと等によるものです。 

 負債額は566百万円となり、前事業年度末に比べて333百万円減少しました。これは、買掛金が28百万円、短期借

入金が50百万円、未払金が97百万円、長期借入金が34百万円減少、社債を97百万円償還したこと等によるもので

す。 

 純資産額は1,745百万円となり、前事業年度末に比べて180百万円増加しました。これは、四半期純利益の計上

200百万円と、利益剰余金を19万円配当したこと等によるものです。  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月13日付「平成22年３月期決算短信（非連結）」にて公表した通期の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 

 固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却の額を期間

按分する方法としております。  

  

（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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

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 988,334 736,598

売掛金 601,921 1,080,395

商品及び製品 110,583 108,869

仕掛品 74 181

原材料及び貯蔵品 227 511

前渡金 122,297 12,067

前払費用 17,571 14,051

繰延税金資産 19,074 71,307

未収還付法人税等 19 42

その他 25,277 13,070

貸倒引当金 △48 △86

流動資産合計 1,885,333 2,037,007

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 14,511 15,260

工具、器具及び備品（純額） 160,964 181,213

土地 819 819

有形固定資産合計 176,295 197,294

無形固定資産 28,104 35,929

投資その他の資産 222,296 194,687

固定資産合計 426,696 427,911

資産合計 2,312,030 2,464,918
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（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 117,259 145,365

短期借入金 100,000 150,000

1年内償還予定の社債 33,000 113,000

1年内返済予定の長期借入金 34,000 34,000

未払金 48,404 145,480

未払費用 42,598 48,225

未払法人税等 37,732 54,161

未払消費税等 － 10,939

前受金 99 －

預り金 14,576 5,482

前受収益 6,050 4,203

賞与引当金 23,981 51,447

その他 19,082 1,546

流動負債合計 476,785 763,852

固定負債   

社債 17,500 34,000

長期借入金 15,000 49,000

退職給付引当金 57,075 52,253

固定負債合計 89,575 135,253

負債合計 566,360 899,106

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,110 771,110

資本剰余金 705,200 705,200

利益剰余金 272,710 91,816

株主資本合計 1,749,020 1,568,126

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,860 △2,315

評価・換算差額等合計 △3,860 △2,315

新株予約権 510 －

純資産合計 1,745,669 1,565,811

負債純資産合計 2,312,030 2,464,918
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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 2,636,287 2,874,165

売上原価 1,515,890 1,722,904

売上総利益 1,120,396 1,151,261

販売費及び一般管理費 859,715 893,816

営業利益 260,680 257,445

営業外収益   

受取利息 93 98

為替差益 4,923 1,289

補助金収入 － 466

その他 678 231

営業外収益合計 5,694 2,085

営業外費用   

支払利息 3,421 2,708

支払保証料 1,590 844

その他 100 2

営業外費用合計 5,112 3,554

経常利益 261,262 255,975

特別利益   

貸倒引当金戻入額 980 37

固定資産売却益 7,452 －

特別利益合計 8,433 37

特別損失   

前期損益修正損 591 －

固定資産除却損 2,541 324

特別損失合計 3,133 324

税引前四半期純利益 266,562 255,689

法人税、住民税及び事業税 1,717 32,222

法人税等調整額 △43,418 22,776

法人税等合計 △41,701 54,998

四半期純利益 308,263 200,690
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 803,090 746,169

売上原価 467,979 429,593

売上総利益 335,110 316,575

販売費及び一般管理費 280,919 291,981

営業利益 54,191 24,594

営業外収益   

為替差益 1,463 691

その他 475 49

営業外収益合計 1,938 740

営業外費用   

支払利息 1,217 857

支払保証料 483 231

営業外費用合計 1,700 1,089

経常利益 54,429 24,245

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 10

特別利益合計 － 10

特別損失   

固定資産除却損 0 222

特別損失合計 0 222

税引前四半期純利益 54,429 24,033

法人税、住民税及び事業税 572 △3,571

法人税等調整額 △27,010 14,292

法人税等合計 △26,437 10,720

四半期純利益 80,867 13,312
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（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 266,562 255,689

減価償却費 75,809 70,032

貸倒引当金の増減額（△は減少） △980 △37

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,285 △27,466

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,331 4,821

受取利息 △93 △98

支払利息 3,421 2,708

為替差損益（△は益） 0 204

有形固定資産売却損益（△は益） △7,452 －

有形固定資産除却損 2,541 324

売上債権の増減額（△は増加） △25,007 478,473

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,024 △1,323

仕入債務の増減額（△は減少） △119,100 △28,105

前渡金の増減額（△は増加） － △110,230

その他 △145,749 △85,814

小計 △9,026 559,178

利息及び配当金の受取額 93 98

利息の支払額 △4,081 △2,995

法人税等の支払額 △3,528 △49,226

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,543 507,054

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △31,551 △51,791

無形固定資産の取得による支出 △18,946 △3,519

有形固定資産の売却による収入 12,796 －

会員権の取得による支出 △14,700 －

差入保証金の差入による支出 △21,100 △325

その他 4,531 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △68,968 △55,636

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △300,000 △50,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △17,000 △34,000

社債の償還による支出 △76,500 △96,500

株式の発行による収入 850 －

新株予約権の発行による収入 － 510

配当金の支払額 － △19,487

財務活動によるキャッシュ・フロー △292,650 △199,477

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △378,162 251,735

現金及び現金同等物の期首残高 784,196 736,598

現金及び現金同等物の四半期末残高 406,034 988,334

㈱アズジェント (4288) 平成23年３月期 第３四半期決算短信

- 9 -



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（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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