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平成 19 年３月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結）   平成 18 年８月 11 日 

 

上場会社名 株式会社アスキーソリューションズ  コード番号   3801 

( URL  http://www.asciisolutions.com/ )   上場取引所  大阪証券取引所（ヘラクレス） 

問合せ先 代表者  代表取締役社長 田北 幸治 

責任者  管理本部長 雨宮 哲   TEL  (03) 4524 - 6015    

 

１．四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無  ： 無 

② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況    ： 無 

③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無    ： 無 

 

２．平成 19 年３月期第１四半期の財務・業績状況（平成 18 年４月１日～平成 18 年６月 30 日） 

（１） 経営成績の進捗状況 

（百万円未満切捨） 

 売上高 
営業利益 

(△営業損失） 

経常利益 

（△経常損失） 

四半期（当期） 

純利益(△純損失) 

  百万円 %  百万円 %  百万円 %  百万円 %

平成 19 年 3 月期第１四半期 415 ― △26 ― △40 ― △41 ―

平成 18 年 3 月期第１四半期 342 ― △31 ― △32 ― △31 ―

（参考）平成 18 年 3 月期 2,222 ― 168 ― 154 ― 151 ―

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

  円 銭  円 銭

平成 19 年 3 月期第１四半期 △3,551 54 ― ―

平成 18 年 3 月期第１四半期 △3,087 85 ― ―

（参考）平成 18 年 3 月期 14,986 32 ― ―

（注）１．期中平均株式数  平成 19 年３月期第１四半期 11,671 株  平成 18 年３月期第１四半期 10,088 株  平成 18 年３月期 10,088 株 

２．当四半期より四半期経営成績の開示を行っているため、対前年同四半期比増減率については記載しておりません。 

３．当四半期は、１株当たり当期純損失のため潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、記載しておりません。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

売上高は415 百万円となり、前年同四半期比 73 百万円の増収となりました。これは主として、ソリューション事業

において受託先が増加し前年同四半期比 70 百万円の増収となったことによるものであります。 

営業損失は、事業拡大に向けての人材投資、設備投資から販売費及び一般管理費が前年同四半期比 21 百

万円増加したものの、売上総利益の増加から、前年同四半期比４百万円改善の 26 百万円となりました。 

経常損失は、上場関連費用 13 百万円を営業外費用に計上したことから、概ね計画どおりの 40 百万円となりま

した。 
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（２） 財政状態の変動状況 

（百万円未満切捨） 

 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 

平成 19 年３月期第１四半期 1,681 1,075 64.0 90,385 45 

平成 18 年３月期第１四半期 854 434 50.8 43,053 07 

（参考）平成 18 年３月期 1,731 615 35.5 61,016 13 

（注）１．期末発行済株式数 平成 19 年３月期第１四半期 11,900 株  平成 18 年３月期第１四半期 10,088 株  平成 18 年３月期 10,088 株 

 

［財政状態の変動に関する定性的情報等］ 

（資産の変動について） 

総資産は 1,681 百万円となり、前期末に比して 50 百万円減少いたしました。これは、主として売掛金の減少等

によるものであります。 

（負債の変動について） 

負債は 605 百万円となり、前期末に比して 510 百万円減少しました。これは、主として借入金の減少等によるも

のであります。 

（純資産の変動について） 

純資産は 1,075 百万円となり、前期末に比して 460 百万円増加いたしました。これは、主として増資に伴う資本

金及び資本剰余金の増加ならびに利益剰余金の増加によるものであります。 

 

３．平成 19 年３月期の業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

  売上高 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 円 銭 

 中  間  期 1,100 20 13 1,111 49 

 通     期 2,900 180 115 9,742 46 

（注）期中平均株式数はストックオプションの権利行使を勘案した予想数値を使用しております。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

現時点におきまして、平成 18 年５月 26 日に作成いたしました業績予想に変更はありません。 

※ 業績予想につきましては、現在当社が入手可能な情報に基づく当社の判断によるものであります。予想には

様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる可能性があります。 
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［添付資料］ 

 

第１四半期財務諸表 

 

（１）第１四半期貸借対照表 

（千円未満切捨） 

当第１四半期 前年同四半期 （参考）平成 18 年３月期
 

（平成 18 年６月 30 日現在） （平成 17 年６月 30 日現在） （平成 18 年３月 31 日現在）

区分 金額 （千円） 金額 （千円） 金額 （千円） 

(資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

1 現金及び預金 279,647 168,584  205,666 

2 受取手形 3,459 840  3,459 

3 売掛金 500,103 226,713  797,022 

4 たな卸資産 571,887 319,624  438,580 

5 その他 66,364 26,875  15,342 

貸倒引当金 △1,213 △1,161  △1,813 

流動資産合計 1,420,248 741,476  1,458,257

Ⅱ 固定資産   

1 有形固定資産 8,966 10,458  9,354 

2 無形固定資産 170,746 11,504  180,428 

3 投資その他の資産   

(1) 敷金保証金 71,464 71,347  71,464 

(2) その他 9,882 19,940  12,345 

貸倒引当金 △0 △4  △0 

投資その他の資産合計 81,345 91,283  83,809 

固定資産合計 261,057 113,246  273,592

資産合計 1,681,305 854,723  1,731,850

    

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

1 買掛金 119,508 67,118  224,428 

2 短期借入金 190,000 155,000  440,000 

3 １年以内返済予定長期借入金 60,547 33,324  60,547 

4 未払金 46,704 17,073  108,304 

5 未払費用 58,291 77,110  35,351 

6 その他 53,145 15,209  154,335 

流動負債合計 528,197 364,835  1,022,967

Ⅱ 固定負債   

1 長期借入金 77,521 55,568  93,352 

固定負債合計 77,521 55,568  93,352

負債合計 605,718 420,403  1,116,319
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当第１四半期 前年同四半期 （参考）平成 18 年３月期
 

（平成 18 年６月 30 日現在） （平成 17 年６月 30 日現在） （平成 18 年３月 31 日現在）

区分 金額 （千円） 金額 （千円） 金額 （千円） 

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ― 304,200  304,200

Ⅱ 資本剰余金 ― 39,973  39,973

Ⅲ 利益剰余金 ― 91,331  273,664

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ― △1,186  △2,307

資本合計 ― 434,319  615,530

負債・資本合計 ― 854,722  1,731,850

    

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

1 資本金 505,200 ―  ― 

2 資本剰余金 341,473 ―  ― 

3 利益剰余金 232,213 ―  ― 

株主資本合計 1,078,887 ―  ―

Ⅱ 評価・換算差額等   

1 その他有価証券評価差額金 △3,300 ―  ― 

評価・換算差額等合計 △3,300 ―  ―

純資産合計 1,075,586 ―  ―

負債・純資産合計 1,681,305 ―  ―
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（２）第１四半期損益計算書 

（千円未満切捨） 

当第１四半期 前年同四半期 （参考）平成 18 年３月期

 
（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年６月 30 日）

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 17 年６月 30 日） 

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日）

区分 金額 （千円） 金額 （千円） 金額 （千円） 

Ⅰ 売上高 415,843 342,292  2,222,144

Ⅱ 売上原価 279,633 232,310  1,483,613

売上総利益 136,210 109,981  738,531

Ⅲ 販売費及び一般管理費 163,105 141,267  570,382

営業利益（△営業損失） △26,895 △31,285  168,148

Ⅳ 営業外収益 192 11  557

Ⅴ 営業外費用 14,019 1,343  14,375

経常利益（△経常損失） △40,721 △32,617  154,330

Ⅵ 特別利益 599 1,466  818

Ⅶ 特別損失 1,328 ―  2,995

税引前第１四半期（当期） 

純利益（△純損失） 
△41,450 △31,150  152,153

法人税、住民税及び事業税 ― ―  971

第１四半期（当期）純利益 

（△純損失） 
△41,450 △31,150  151,181
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（３）第１四半期株主資本等変動計算書 

（千円未満切捨） 

株 主 資 本 
  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成 18 年３月 31 日現在残高 （千円） 304,200 39,973 273,664 617,838

当第１四半期中の変動額  

新株の発行 201,000 301,500 ― 502,500

四半期純利益 ― ― △41,450 △41,450

株主資本以外の項目の当期変動額 

（純額） 
― ― ― ―

当第１四半期中の変動額合計 （千円） 201,000 301,500 △41,450 461,050

平成 18 年６月 30 日現在残高 （千円） 505,200 341,473 232,213 1,078,887

 

評価・換算差額等 純資産合計 

  その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差額 

等計 
 

平成 18 年３月 31 日現在残高 （千円） △ 2,307 △ 2,307 615,530 

当第１四半期中の変動額  

新株の発行 ― ― 502,500 

四半期純利益 ― ― △41,450 

株主資本以外の項目の当期変動額 

（純額） 
△992 △992 △992 

当第１四半期中の変動額合計 （千円） △992 △992 460,058 

平成 18 年６月 30 日現在残高 （千円） △3,300 △3,300 1,075,586 
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（千円未満切捨） 

当第１四半期 前年同四半期 （参考）平成 18 年３月期
 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年６月 30 日）

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 17 年６月 30 日） 

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日）

区分 金額 （千円） 金額 （千円） 金額 （千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第１四半期（当期）純利益 

（△純損失） 
△41,450 △31,150 152,153

減価償却費 10,470 2,049 13,665

貸倒引当金の増減額 （減少△） △599 △1,466 △818

受取利息及び受取配当金 ― ― △302

支払利息 1,850 1,263 7,051

売上債権の増減額 （増加△） 296,918 311,847 △261,080

たな卸資産の増減額 （増加△） △133,306 △99,909 △218,865

仕入債務の増減額 （減少△） △104,919 △139,894 17,415

その他の資産の増減額 （増加△） △49,991 △20,864 6,882

その他の負債の増減額 （減少△） △59,586 16,153 110,806

小計 △80,615 38,026 △173,091

利息及び配当金の受取額      ― ― 302

利息の支払額 △1,551 △1,263 △6,575

法人税等の支払額 △3,088 △4,316 △2,200

営業活動によるキャッシュ・フロー △163,758 32,446 △181,565

Ⅱ 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 △399 ― △3,181

投資有価証券の売却による収入 ― ― 3,004

貸付金の回収による収入 142 139 562

その他の投資による支出 △77,175 ― △99,647

その他の投資による収入 ― 397 886

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,432 536 △98,376

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額 （減少△） △250,000 △115,000 170,000

長期借入れによる収入 ― ― 90,000

長期借入金の返済による支出 △15,831 △8,331 △33,324

株式の発行による収入 502,500 ― ―

財務活動によるキャッシュ・フロー 236,669 △123,331 226,676

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 73,981 △90,348 △53,265

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 205,666 258,932 258,932

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 279,647 168,584 205,666
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第１四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

当第１四半期 前年同四半期 （参考）平成 18 年３月期 

項目 
（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 18 年６月 30 日） 

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 17 年６月 30 日） 

（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日） 

たな卸資産 たな卸資産 たな卸資産 

(1) 商品、製品、原材料 (1) 商品、製品、原材料 (1) 商品、製品、原材料 

総平均法による原価法 同左 同左 

(2) 仕掛品 (2) 仕掛品 (2) 仕掛品 

個別法による原価法 同左 同左 

(3 貯蔵品 (3) 貯蔵品 (3) 貯蔵品 

最終仕入原価法による原価

法 

同左 同左 

   

有価証券 有価証券 有価証券 

(4) 時価のあるもの (4) 時価のあるもの (4) 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定） 

同左 同左 

(5) 時価のないもの (5) 時価のないもの (5) 時価のないもの 

1 資産の評価基準及び評

価方法 

移動平均法に基づく原価法 同左 同左 
    

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

定率法 同左 同左 

なお、主な耐用年数は以下

のとおり 

  

建物         10～15 年   

器具及び備品  ２～５年   

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

定額法 同左 同左 

2 固定資産の減価償却の

方法 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。 

  

    

貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 3 引当金の計上基準 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実質率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につ

いては、個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

同左 同左 

    

4 リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左 

    

5 その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税の会計処理 

税抜処理を採用しておりま

す。 

消費税の会計処理 

同左 

消費税の会計処理 

同左 

    

 


