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１．平成19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 5,010 14.5 2,632 25.2 2,575 22.3 1,443 37.4

18年３月期 4,376 3.4 2,103 3.0 2,106 2.9 1,050 △7.4

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

営業収益
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 46,682 04 － － 12.0 6.3 52.5

18年３月期 173,136 04 － － 10.6 6.2 48.0

（参考）①　期中平均株式数

②　会計処理の方法の変更
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(2）財政状態

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

19年３月期 45,682 13,622 29.8 382,227 82

18年３月期 36,250 10,404 28.7 1,714,301 05

（参考）自己資本 19年３月期 13,622 百万円 18年３月期 10,404 百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 △5,881 △88 7,631 2,574

18年３月期 △2,490 △13 2,819 913

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － － － － － － － － － － － － －

19年３月期 － － － － － － 8,000 00 8,000 00 285 17.1 2.2

20年３月期（予想） － － 4,500 00 － － 4,500 00 9,000 00 － 19.3 －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

営業収益 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

中間期 2,653 11.6 1,383 9.9 1,400 11.1 746 3.7 20,948 48

通期 5,563 11.0 2,966 12.7 2,983 15.8 1,662 15.2 46,658 95

－ 1 －
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４．その他

(1）重要な会計方針の変更

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、22ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(2）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） 19年３月期 35,645 株 18年３月期 6,069 株

②　期末自己株式数 19年３月期 5 株 18年３月期 － 株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

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

判断する一定の資料に基づいており、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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当事業年度におけるわが国経済は、平成14年２月から始まりました景気拡大期間が60ヶ月を超え、57ヶ月続きま

した「いざなぎ景気」を超える戦後最長の景気拡大期間を持続しております。この主な要因は、企業のバランスシー

トの健全化が進んだこと、円安や中国・インド等の新興国の台頭による輸出の拡大といわれており、企業業績の回

復が顕著となっております。

このような日本経済の長期的な回復基調及び世界的な過剰流動性を背景に、不動産市場も順調に回復いたしてき

ており、平成19年１月の公示地価は1991年以来16年ぶりにプラスに転じ前年に比べて0.4%上昇いたしました。不動

産担保ローン業界におきましてはとりわけ都心における地価の上昇により不動産を担保にした資金需要が旺盛な中、

業態を超えた再編の進展により顧客の獲得競争が激化する中で推移いたしました。

このような環境の下、当社におきましては資金需要の拡大によりとりわけ首都圏による新規貸付が好調であった

ため、当事業年度末における営業貸付金残高は前事業年度末の33,732,851千円から7,713,935千円増加の41,446,786

千円となりました。

この結果、当事業年度の業績は、営業収益5,010,872千円（前年同期比14.5％増）、営業利益2,632,825千円（同

25.2％増）、経常利益2,575,873千円（同22.3％増）、当期純利益1,443,408千円（同37.4％増）と増収増益となり

ました。

次期の見通しにつきましては、都心の地価につきましては一部にはミニバブル傾向も見受けられますが今後とも

不動産市場の堅調が見込まれます。

このような環境の下、当社は引き続き首都圏の店舗網の増強、充実を図り良質な営業貸付金の規模の拡大に努め

てまいります。

平成20年３月期の業績の見通しにつきましては以下のとおりです。

 （単位：千円）

 平成20年３月期（予想） 平成19年３月期（実績）

営業収益 5,563,151 5,010,872

営業利益 2,966,494 2,632,825

経常利益 2,983,404 2,575,873

当期純利益 1,662,925 1,443,408

(2）財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

a.資産の部

流動資産

営業貸付金は、新規貸付が堅調であったため前事業年度末の33,732,851千円から7,713,935千円増と大幅に

増加し41,446,786千円となったこと及び公募増資及び第三者割当増資による1,776,348千円の資金の増加等が

主たる要因となり、当事業年度末における流動資産の残高は44,373,113千円（前事業年度末は34,966,890千

円）となり、前事業年度末に比べて9,406,222千円増加いたしました。

固定資産

当事業年度末の有形固定資産は、構築物等の除却及び建物等の償却により677,288千円（前事業年度末は

686,276千円）となり、前事業年度末に比べて8,987千円減少いたしました。無形固定資産については、ソフ

トウェアの取得が15,445千円あったものの、1,376千円の除却及び15,581千円の償却により47,042千円（前事

業年度末は48,553千円）となり、前事業年度末に比べて1,511千円減少いたしました。投資その他の資産は破

産更生債権等及び長期前払費用は減少したものの、会員権の取得による増加等が主たる要因となり585,494千

円（前事業年度末は548,452千円）となり、前事業年度末に比べて37,041千円増加いたしました。
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b.負債の部

流動負債

当社の営業収益の源泉である貸付金残高の増加に資するための資金調達活動の結果、短期借入金が3,153,500

千円（前事業年度末は2,507,459千円）となり、前事業年度末に比べて646,040千円の増加、１年以内返済予

定の長期借入金は9,767,201千円（前事業年度末は4,603,132千円）となり、前事業年度末に比べて5,164,069

千円の増加となったほか、未払法人税等が前事業年度末に比べて221,652千円の増加、前受収益が前事業年度

末に比べて32,817千円の増加、預り金が前事業年度末に比べて33,720千円の減少、超過利息額の返還請求に

備える利息返還損失引当金が32,500千円の増加となったこと等により、当事業年度末における流動負債の残

高は14,042,466千円（前事業年度末は7,948,262千円）となり、前事業年度末に比べて6,094,204千円増加い

たしました。

固定負債

長期借入金が17,182,419千円（前事業年度末は17,079,244千円）となり、前事業年度末に比べて103,174千

円の増加となったほか、役員退職慰労引当金が35,500千円の増加となったこと等により当事業年度末におけ

る固定負債の残高は18,017,871千円（前事業年度末は17,897,818千円）となり、前事業年度末に比べて120,053

千円増加いたしました。

c.純資産の部

当期純利益計上に伴う繰越利益剰余金が1,556,811千円（前事業年度末は1,113,403千円）となったほか、公募

増資及び第三者割当増資により資本金が1,863,488千円（前事業年度末は87,140千円）となり、当事業年度末にお

ける純資産の残高は13,622,599千円（前事業年度末は10,404,093千円）となり、前事業年度末に比べて3,218,506

千円増加いたしました。

②　キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営業貸付金の増加による資金の

減少があったものの、税引前当期純利益の計上や長期借入れ及び株式の発行による資金の増加があったことで前

事業年度末に比べて1,661,507千円増加し、当事業年度末には2,574,625千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは5,881,333千円の減少（前事業年度は2,490,178千円の減少）となりまし

た。

これは主に、税引前当期純利益を2,585,036千円計上したものの、営業貸付金が7,713,935千円増加したこと等

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）

投資活動によるキャッシュ・フローは88,209千円の減少（前事業年度は13,822千円の減少）となりました。

これは主に、会員権の取得による支出が36,750千円、有形固定資産の取得による支出が17,261千円、無形固定

資産の取得による支出が15,445千円あったこと等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは7,631,050千円の増加（前事業年度は2,819,288千円の増加）となりまし

た。

これは長期借入れによる収入13,748,700千円と長期借入金の返済による支出8,481,456千円により資金が

5,267,243千円増加したこと、短期借入れによる収入7,973,000千円と短期借入金の返済による支出7,326,959千円

により資金が646,040千円増加したこと及び株式の発行による収入により資金が1,776,348千円増加したこと等に

よるものであります。

株式会社アサックス （8772） 平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 4 －



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

利益配分に関する基本方針といたしましては、１株当り利益水準を高めるべく収益力の向上に努め、その収益力

を基準に企業体質の強化と今後の事業展開に必要な内部留保の確保等を考慮したうえで増配・株式分割等の方策に

より、株主に対し積極的に利益還元を行う方針です。

このような基本方針を踏まえて、配当性向は概ね20％を目標といたしておりますので、当期利益の増減に伴い配

当金も変動させていく方針です。又、内部留保金につきましては営業貸付金に充当し営業力の強化を図っていく方

針です。

(4）事業等のリスク

以下に記載いたしました「事業等のリスク」は本決算短信の提出日現在において、当社が把握している情報に基

づく想定、及び見解を基に当社の事業展開上リスクとなる可能性があると考えられる主要な事項を記載いたしてお

ります。

しかしながら、以下に記載いたしましたリスクについては、リスクの全てを網羅しているものではありません。

又、将来の経済情勢や不動産担保ローン業界を取り巻く市場環境の変化など、様々な不確定要因により新たなリス

クが発生する可能性があります。

①　法的規制について

当社の不動産担保ローン事業は平成18年12月13日に成立し、平成19年１月より部分施行された改正「貸金業法」、

「利息制限法」及び「出資の受入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律」(以下「出資法」という）の

適用を受けております。

又、改正「貸金業法」は今後３年をかけて、段階的に順次施行される予定になっており、新しい規制の内容はそ

の都度決定されていくことになっております。

a.貸金業法の業務規制に伴うリスク 

当社は「貸金業法」第３条に基づき、昭和58年12月20日付で関東財務局の貸金業登録を受け、３年ごとに更

新登録を行っております（登録番号　関東財務局（８）第00035号）。この貸金業者登録により各種の業務規制

（過剰貸付等の禁止、貸付条件の広告等、誇大広告の禁止、書面の交付、受取証書の交付、帳簿の備付、白紙

委任状取得の制限、取立て行為の規制、債権証書の返還等）と、これらの規制に違反した場合の行政処分（業

務の全部又は一部の停止ならびに貸金業登録の取り消し等）並びに罰則等の措置が設けられております。

当社は「貸金業法」の遵守を徹底しておりますが、今後の法律の改正等による業務規則の変更等で業務が制

限された場合、当社の収益及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

なお、「貸金業法」の執行にあたって、監督官庁である金融庁が定める「事務ガイドライン」の適用も受け

ており、貸金業法における行動指針が定められております。

当社は現時点において、上記の条項に抵触する事実はないものと認識しておりますが、今後何らかの理由に

より当社並びに当社の役員・従業員が上記の条項に抵触した場合、業務の全部又は一部の停止が命ぜられ、又

は登録が取消しされ、当社の事業活動に支障を来たすとともに、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を

及ぼす可能性があります。

b.貸付金利の規制に伴うリスク

貸付上限金利は平成18年12月13日に成立した「貸金業法」でみなし弁済制度（所謂、グレーゾーン金利）が

廃止され「出資法」における貸付上限金利が20％に引き下げられます。この結果、利息制限法の上限金利（貸

付元本額により20％～15％）と出資法の上限金利（20％）間の金利での貸付については行政処分の対象となり

ます。尚、当社の場合は貸付元本額が１百万円を超過しますので利息制限法で規定されている15％以下の金利

が上限として適用されます。

当社の貸付金の上限金利は平成16年５月以降の貸付は全て15％以下になっておりますので、当該貸付契約に

ついては、所謂グレーゾーン金利問題が発生するリスクは原則としてありません。
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c.利息返還損失の発生

現在、顧客（弁護士等の代理人を含む）が民事再生や自己破産の申立てを起因とし、超過利息部分相当額の

返還を求めるケースが多発いたしております。

当社の過去の貸付契約の中には超過利息部分を含んだ契約がありますが、利息返還請求は過去にはありませ

んでした。しかしながら平成19年３月になり超過利息額の返還を求める請求がありました。

将来において、かかる超過利息相当額の返還を求める顧客の数が増大する可能性があり、その結果、当社の

財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

②　資金調達について

a.金利上昇によるリスク

日銀が平成18年３月に金融政策を転換し、平成19年２月には政策金利の引上げを行い金利は上昇傾向にあり

ます。当社では金利の動向を見据えて調達金利の固定化、金利キャップ、あるいは金利スワップ等を活用する

ことにより金利上昇リスクの軽減を図っていく方針ですが、今後も金利が上昇した場合、資金調達コストが上

昇し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

b.資金調達状況

当社は、営業貸付金を中心とした事業運営全般に対して必要となる資金を金融機関等からの借入によって調

達しております。

当社は、現状では必要となる資金の調達が困難ではないものと考えておりますが、今後金融市場の不安定化

が生じた場合には、一般的に金融機関の貸出し姿勢が変化することが予想されます。万一、そのような事態が

発生いたしますと必要資金の調達に困難が生じ、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。
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２．企業集団の状況
最近の有価証券届出書（平成19年１月15日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は堅実性、成長性及び社会性を兼ね備えた社会から信頼される会社として存続し続けることを経営の基本方

針といたしております。

具体的な形としてお客様から「当社を利用してよかった、また利用したい」、株主の皆様方からは「アサックス

の株主になってよかった」、取引先金融機関からは「安心して貸出が出来る」、及び社員からは「誇りを持って働

ける」会社でありたいと思っております。

(2）目標とする経営指標

当社が目標とする経営指標といたしましては、株主価値の向上と安定した経営を持続していくため、自己資本利

益率（ROE）、総資産当期利益率（ROA）、自己資本比率及び配当性向を重視いたしております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

平成18年12月に貸金業法が改正され、その影響を受けノンバンクセクター全般において事業の見直し、更には業

界の再編の可能性等も言われております。

しかしながら、当社が行っております不動産担保ローン事業を取り巻く経営環境は、一部にはミニバブル傾向も

見受けられますが今後とも不動産市場の堅調が見込まれますので不動産を活用したローン事業市場は拡大していく

と思われること、及び不動産担保ローン事業推進に当っては不動産・金融・顧客とのコミュニケーション能力等十

分な知識と経験が要求されますので参入障壁が比較的高いこと等により当社は十分な競争力を維持することが可能

と思われますので、当社は今後とも適正な成長を遂げていけると考えております。

更に、当社が担保としていただくのは原則として居住用不動産（一戸建若しくはマンション）ですので、１件当

たりの単価が抑制できリスクの分散化が図られておりますので、貸倒を抑えたローコスト経営を継続していくこと

は十分可能と考えております。

このような認識に基づき、当社といたしましては不動産市場及び金融環境を注視しながら、当面は首都圏市場の

深耕を図り、その後人口が増加し、地価が堅調に推移している政令指定都市への支店展開を行う所存です。

(4）会社の対処すべき課題

①　知名度向上による企業ブランド力の強化

商品自体での差別化が難しい金融ビジネスにおいて知名度や企業ブランド力といった無形資産は非常に重要で

あると認識いたしております。特にノンバンクにおきましては「安心・信頼できる会社かどうか」はお客様が会

社を選ばれる際に最も留意なさる点であります。

現在当社はインターネット広告を活用したプロモーション活動に注力しておりますが、更に他の広告媒体も活

用し知名度の向上を図ると共、適切な情報を発信し透明度の高い企業風土を涵養することにより「不動産担保ロー

ンのアサックス」という確固たるブランドの構築に努めてまいります。

②　企業体質の強化 

当社はお客様の企業採算に乗る金利での資金供給を経営の基本方針にしております。この方針に基づき、お客

様への貸付金利の引き下げを図ってまいりました。しかしながら、日本銀行の金融政策は緩和から金融政策が効

果を挙げうる金利環境づくりへとシフトしておりますので、今後金利は上昇傾向が顕著になっていくものと考え

られます。

このような環境の下、当社が健全に成長していくために、優良な顧客の開拓を積極的に行い、良質な貸付金残

高を積上げると共に、資金調達面におきましても、金融機関よりの借入コスト軽減を図ることに加えて、日本格

付研究所（JCR）よりCP格付J-2を取得いたしましたので直接市場からの低利での資金調達にも注力し、適正な利

益成長を図っていく所存です。

③　人材の育成

当社の財産は社員であり、当社が健全に成長していくためには、会社の経営理念をよく理解し、ロイヤルティ

が高い優秀な社員の育成が必須と認識しております。そのため、当社では社員のキャリアに応じた階層別の研修

体制を構築し、知識や技術の習得のみならず、企業理念の涵養やコンプライアンスの徹底も図り、人材の育成に

努めております。

このような方針に基づき、当社は新規卒業者のみを採用し３年掛けて一人前の「アサックスマン」となるよう

育成を行っております。
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(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   913,117   2,574,625   

２．営業貸付金
※

2,3,4
 33,732,851   41,446,786   

３．販売用不動産   98,795   109,004   

４．前払費用   65,587   76,497   

５．繰延税金資産   110,383   116,390   

６．その他   96,455   103,408   

貸倒引当金   △50,300   △53,600   

流動資産合計   34,966,890 96.5  44,373,113 97.1 9,406,222

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物 ※２  242,932   239,077   

(2）構築物   2,187   1,146   

(3）車輌運搬具   10,571   7,359   

(4）工具、器具及び備品   24,842   23,962   

(5）土地 ※２  405,742   405,742   

有形固定資産合計   686,276 1.9  677,288 1.5 △8,987

２．無形固定資産         

(1）借地権   5,000   5,000   

(2）ソフトウェア   35,677   34,165   

(3）その他   7,876   7,876   

無形固定資産合計   48,553 0.1  47,042 0.1 △1,511
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）破産更生債権等 ※４  49,819   41,015   

(2）長期前払費用   41,739   24,582   

(3）繰延税金資産   343,992   344,433   

(4）その他   134,601   189,863   

貸倒引当金   △21,700   △14,400   

投資その他の資産合計   548,452 1.5  585,494 1.3 37,041

固定資産合計   1,283,282 3.5  1,309,824 2.9 26,542

資産合計   36,250,173 100.0  45,682,938 100.0 9,432,764

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．短期借入金 ※２  2,507,459   3,153,500   

２．１年以内返済予定の長期
借入金

※２  4,603,132   9,767,201   

３．未払金   28,772   48,851   

４．未払費用   33,822   45,242   

５．未払法人税等   480,805   702,457   

６．預り金   107,480   73,760   

７．前受収益   165,403   198,220   

８．賞与引当金   20,555   19,281   

９．利息返還損失引当金   －   32,500   

10．その他   830   1,450   

流動負債合計   7,948,262 21.9  14,042,466 30.7 6,094,204

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※２  17,079,244   17,182,419   

２．退職給付引当金   19,911   2,594   

３．役員退職慰労引当金   795,900   831,400   

４．その他   2,762   1,458   

固定負債合計   17,897,818 49.4  18,017,871 39.5 120,053

負債合計   25,846,080 71.3  32,060,338 70.2 6,214,258
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※６  87,140 0.2  － － △87,140

Ⅱ　利益剰余金         

１．利益準備金  3,550   －    

２．任意積立金         

(1）別途積立金  9,200,000   －    

３．当期未処分利益  1,113,403   －    

利益剰余金合計   10,316,953 28.5  － － △10,316,953

資本合計   10,404,093 28.7  － － △10,404,093

負債・資本合計   36,250,173 100.0  － － △36,250,173

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,863,488 4.1 1,863,488

２．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   3,550    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  －   10,200,000    

繰越利益剰余金  －   1,556,811    

利益剰余金合計   － －  11,760,361 25.7 11,760,361

３．自己株式   － －  △1,250 △0.0 △1,250

株主資本合計   － －  13,622,599 29.8 13,622,599

純資産合計   － －  13,622,599 29.8 13,622,599

負債純資産合計   － －  45,682,938 100.0 45,682,938
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　営業収益         

１．営業貸付金利息  3,460,207 3,460,207 79.1 4,018,571 4,018,571 80.2 558,363

２．その他の営業収益         

(1）受取手数料  568,318   652,137    

(2）解約違約金  167,801   198,758    

(3）不動産売上高  175,540   137,793    

(4）その他  4,994 916,655 20.9 3,611 992,300 19.8 75,645

営業収益合計   4,376,862 100.0  5,010,872 100.0 634,009

Ⅱ　営業費用         

１．金融費用         

(1）支払利息  684,986   816,207    

(2）その他  194,532 879,519 20.1 82,054 898,262 17.9 18,743

２．売上原価         

(1）不動産売上原価  172,738 172,738 4.0 132,296 132,296 2.7 △40,442

３．その他の営業費用         

(1）広告宣伝費  109,596   159,452    

(2）貸倒引当金繰入額  －   28,307    

(3）利息返還損失引当金繰
入額

 －   32,500    

(4）役員報酬  144,350   177,410    

(5）役員退職慰労引当金繰
入額

 33,400   35,500    

(6）給料手当  338,863   320,180    

(7）賞与  53,817   78,053    

(8）賞与引当金繰入額  20,555   19,281    

(9）退職給付費用  30,701   －    

(10）福利厚生費  76,756   66,995    

(11）減価償却費  41,839   40,991    

(12）公租公課  67,690   84,697    

(13）賃借料  83,960   83,089    

(14）その他  219,972 1,221,502 27.9 221,027 1,347,488 26.9 125,985

営業費用合計   2,273,760 52.0  2,378,046 47.5 104,286

営業利益   2,103,102 48.0  2,632,825 52.5 529,723
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅲ　営業外収益         

１．受取利息  8   412    

２．その他手数料収入  1,691   1,529    

３．雑収入  1,430 3,130 0.1 868 2,810 0.1 △319

Ⅳ　営業外費用         

１．上場関連費用  － － － 59,762 59,762 1.2 59,762

経常利益   2,106,232 48.1  2,575,873 51.4 469,641

Ⅴ　特別利益         

１．償却債権取立益  2,469   3,046    

２．貸倒引当金戻入益  92,574   －    

３．退職給付引当金戻入益  － 95,044 2.2 8,331 11,378 0.2 △83,665

Ⅵ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※１ 2,013   2,215    

２．会員権評価損  881   －    

３．役員退職慰労引当金
繰入額

※２ 381,250 384,145 8.8 － 2,215 0.0 △381,930

税引前当期純利益   1,817,130 41.5  2,585,036 51.6 767,906

法人税、住民税及び
事業税

 932,197   1,148,076    

法人税等調整額  △165,829 766,368 17.5 △6,448 1,141,628 22.8 375,260

当期純利益   1,050,762 24.0  1,443,408 28.8 392,646

前期繰越利益   62,640   － －  

当期未処分利益   1,113,403   － －  

         

株式会社アサックス （8772） 平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 14 －



(3）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計利　益

準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成18年３月31日　残高 (千円) 87,140 3,550 9,200,000 1,113,403 10,316,953 － 10,404,093 10,404,093

事業年度中の変動額          

新株の発行  1,776,348 － － － － － 1,776,348 1,776,348

別途積立金の積立（注）  － － 1,000,000 △1,000,000 － － － －

当期純利益  － － － 1,443,408 1,443,408 － 1,443,408 1,443,408

自己株式の取得  － － － － － △1,250 △1,250 △1,250

事業年度中の変動額合計  (千円) 1,776,348 － 1,000,000 443,408 1,443,408 △1,250 3,218,506 3,218,506

平成19年３月31日　残高  (千円) 1,863,488 3,550 10,200,000 1,556,811 11,760,361 △1,250 13,622,599 13,622,599

 (注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前当期純利益  1,817,130 2,585,036  

減価償却費  41,839 40,991  

上場関連費用  － 59,762  

貸倒引当金の減少額  △106,300 △4,000  

賞与引当金の減少額  △2,779 △1,273  

退職給付引当金の増減額（△減少額）  12,572 △17,317  

役員退職慰労引当金の増加額  387,850 35,500  

利息返還損失引当金の増加額  － 32,500  

固定資産除却損  2,013 2,215  

会員権評価損  881 －  

受取利息  △8 △412  

営業貸付金の増加額  △3,949,212 △7,713,935  

破産更生債権等の減少額  72,797 8,804  

販売用不動産の増減額（△増加額）  79,598 △10,209  

長期前払費用の減少額  59,885 17,157  

未払消費税等の増加額  － 9,544  

未払法人税等（外形標準課税）の増加額  － 18,719  

その他資産の増減額（△増加額）  8,012 △17,623  

その他負債の増加額  61,701 17,937  

小計  △1,514,016 △4,936,602 △3,422,585

利息の受取額  8 412  

法人税等の支払額  △976,170 △945,144  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,490,178 △5,881,333 △3,391,155

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

積立預金の払戻しによる収入  2,600 －  

積立預金の預入れによる支出  △600 －  

有形固定資産の取得による支出  △7,458 △17,261  

無形固定資産の取得による支出  △976 △15,445  

会員権の取得による支出  △24,810 △36,750  

その他  17,422 △18,751  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,822 △88,209 △74,386
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前事業年度

(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当事業年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

対前年比

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入れによる収入  5,441,100 7,973,000  

短期借入金の返済による支出  △5,919,213 △7,326,959  

長期借入れによる収入  15,227,187 13,748,700  

長期借入金の返済による支出  △11,929,785 △8,481,456  

株式の発行による収入  － 1,776,348  

上場関連費用による支出  － △57,331  

自己株式の取得による支出  － △1,250  

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,819,288 7,631,050 4,811,761

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  315,287 1,661,507 1,346,220

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  597,829 913,117 315,287

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 913,117 2,574,625 1,661,507
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(5）利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日
平成18年６月29日）

区　　分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   1,113,403

Ⅱ　利益処分額    

１．任意積立金    

(1）別途積立金  1,000,000 1,000,000

Ⅲ　次期繰越利益   113,403
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

販売用不動産

　個別法による原価法

販売用不動産

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物　　　　　　　　　10～38年

車輌運搬具　　　　　　 2～ 6年

工具、器具及び備品　　 3～20年

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

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）

に基づいております。

(2）無形固定資産

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

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績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

 (2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当期負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

 (3）　　　　　――――――

 

(3）利息返還損失引当金

将来の利息返還損失の発生に備えるた

め、過去の返還実績を踏まえ、かつ、最

近の返還状況を考慮する等により、返還

見込額を合理的に見積もり計上しており

ます。

(追加情報)

「消費者金融会社等の利息返還請求に

よる損失に係る引当金の計上に関する監

査上の取扱い」(日本公認会計士協会　

平成18年10月13日　業種別委員会報告第

37号）が公表され、利息返還損失引当金

の算定方法及び合理的見積り期間の考え

方が整理されたことを受け、当事業年度

より利息返還損失引当金を計上しており

ます。
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  

 

これに伴い、当事業年度の利息返還損

失引当金繰入額32,500千円を営業費用に

計上しております。この結果、従来と同

一の方法を採用した場合と比べ、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益は

32,500千円減少しております

 (4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務（適格退

職年金制度における直近の責任準備金）

及び年金資産の見込額に基づき、当事業

年度末において発生していると認められ

る額を簡便法により計上しております。

(4）退職給付引当金

同左

 (5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

同左

５．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

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。ま

た、金利スワップの特例処理の要件を満

たしている場合には特例処理を採用して

おります。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  借入金

同左

 (3）ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバティブ管理

規程」に基づき、金利変動リスクをヘッ

ジしております。

(3）ヘッジ方針

同左

 (4）ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、その変動額の

比率によって有効性を評価しております。

　ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税込方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．固定資産の減損に係る会

計基準

当事業年度から「固定資産の減損に係

る会計基準」(「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」(企業会計

審議会　平成14年８月９日)）及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第６号　平成15年

10月31日）を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。

―――――――

２．貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

――――――― 当事業年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」(企業会計基準

適用指針第８号　平成17年12月９日）を

適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は13,622,599千円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の

合計額は125,984千円であります。

※１　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の

合計額は150,663千円であります。

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりです。

(1）担保に供している資産

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は

次のとおりです。

(1）担保に供している資産

営業貸付金 20,315,084 千円

土地 191,001  

建物 22,190  

計 20,528,276  

営業貸付金 21,309,397 千円

土地 191,001  

建物 21,462  

計 21,521,861  

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

短期借入金 1,907,459 千円

１年以内返済予定の長期借入金  

 3,675,532  

長期借入金 15,272,244  

計 20,855,236  

短期借入金 2,503,500 千円

１年以内返済予定の長期借入金  

 6,123,601  

長期借入金 13,489,719  

計 22,116,820  

※３　営業貸付金の方法別残高

　営業貸付金は、全て証書貸付によるものでありま

す。

※３　営業貸付金の方法別残高

同左
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※４　不良債権の状況は以下のとおりであります。 ※４　不良債権の状況は以下のとおりであります。

破綻先債権 － 千円

延滞債権 847,951  

３ヶ月以上延滞債権 638,855  

貸出条件緩和債権 1,113  

計 1,487,919  

破綻先債権 － 千円

延滞債権 976,527  

３ヶ月以上延滞債権 1,085,060  

貸出条件緩和債権 680  

計 2,062,267  

(注)

(破綻先債権)

破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当

期間継続していることその他の事由により元本又は利

息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利

息を計上しなかった貸付金のうち、法人税法施行令

（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイから

ホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が

生じている貸付金であります。

(注)

(破綻先債権)

同左

(延滞債権)

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破

綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として、利息の支払いを猶予したもの以外の貸付

金であります。

（延滞債権）

同左

(３ヶ月以上延滞債権)

３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約

定支払日の翌日から３ヶ月以上遅延しているもので、

破綻先債権及び延滞債権を除く貸付金であります。

（３ヶ月以上延滞債権）

同左

(貸出条件緩和債権)

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利

となる取り決めを行ったもので、破綻先債権、延滞債

権及び３ヶ月以上延滞債権を除く貸付金であります。

（貸出条件緩和債権）

同左

５　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これ

らの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 2,500,000 千円

借入実行残高 1,300,000  

差引額 1,200,000  

５　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行２行と当座貸越契約及び取引銀行３行と貸出コ

ミットメント契約を締結しております。これらの契

約に基づく当事業年度末の借入未実行残高及び貸出

コミットメント契約による借入未実行残高は次のと

おりであります。

 （当座貸越契約）

当座貸越極度額の総額 2,500,000 千円

借入実行残高 1,900,000  

差引額 600,000  

 （貸出コミットメント契約）

当座貸越極度額の総額 700,000 千円

借入実行残高 350,000  

差引額 350,000  
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※６　授権株式数及び発行済株式総数

(1）授権株式数

※６　　　　　　　　――――――

 

普通株式 8,000 株

(2）発行済株式総数

普通株式 6,069 株
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　固定資産除却損の内訳 ※１　固定資産除却損の内訳

建物 1,759 千円

構築物 168  

車輌運搬具 47  

工具、器具及び備品 38  

計 2,013  

ソフトウェア 1,376 千円

構築物 820  

車輌運搬具 18  

計 2,215  

※２　役員報酬の大幅な改訂に伴い発生した役員退職慰

労引当金のうち、過年度に対応する部分を特別損失

に計上しております。

 ※２　　　　　　　　――――――

株式会社アサックス （8772） 平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 25 －



（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式（注)１ 6,069 29,576 － 35,645

合計 6,069 29,576 － 35,645

自己株式     

普通株式（注)２ － 5 － 5

合計 － 5 － 5

(注)１．発行済株式総数の増加29,576株は、株式分割による増加24,276株、一般募集による新株の発行による増加4,000株、

第三者割当による新株の発行による増加1,300株であります。

２．自己株式の株式数の増加5株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．配当に関する事項

(1）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 285,120  利益剰余金 8,000 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 913,117千円

現金及び現金同等物 913,117 

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,574,625千円

現金及び現金同等物 2,574,625 
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（リース取引関係）

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）

　該当事項はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（平成18年３月31日）及び当事業年度（平成19年３月31日）

　該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ取引であります。

１．取引の状況に関する事項

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社のデリバティブ取引は、借入金利等の将来の

金利市場における利率上昇による変動リスクを回避

する目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。また、金利

スワップの特例処理の要件を満たしている場合に

は特例処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  借入金

同左

③　ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバティブ管理規程」に

基づき、金利変動リスクをヘッジしております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を比

較し、その変動額の比率によって有効性を評価し

ております。

　ただし、特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略しております。

④　ヘッジの有効性評価の方法

同左
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスク

を有しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限

定しているため、信用リスクはほとんどないと認識

しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引

権限及び取引限度額等を定めた内規に従い、資金担

当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

　ヘッジ会計を適用しているため記載を省略しており

ます。

２．取引の時価等に関する事項

同左

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △76,682 △59,671

(2）年金資産（千円） 57,146 57,452

(3）未払給付金（千円） △375 △375

(4）退職給付引当金（千円） △19,911 △2,594

　（注）　当社は退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）勤務費用（千円） 19,705 △11,331

(2）臨時に支払った割増退職金（千円） 10,995 3,000

(3）退職給付費用（千円） 30,701 △8,331

　（注）　当社は退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。
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（ストック・オプション等関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産   

賞与引当金損金算入限度超過額 8,643千円

退職給付引当金超過額 8,372 

役員退職慰労引当金 334,675 

未払事業税 43,341 

未収利息不計上額 53,672 

その他 5,669 

繰延税金資産計 454,375 

繰延税金負債 － 

繰延税金資産の純額 454,375 

繰延税金資産   

賞与引当金損金算入限度超過額 7,845千円

利息返還損失引当金 13,224 

役員退職慰労引当金 338,296 

未払事業税 41,338 

未収利息不計上額 50,677 

その他 9,441 

繰延税金資産計 460,824 

繰延税金負債 － 

繰延税金資産の純額 460,824 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が、法定実効税率の百分の五以下であるた

め、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載

を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税等均等割 0.4

留保金課税 2.0

法定実効税率変更による影響額 0.6

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.1

３．　　　　　　　　――――――

 

３．税効果会計に使用する法定実効税率の変更

　当社は、平成19年２月14日付の増資に伴い資本金が

１億円超となったため、外形標準課税の適用を受ける

こととなりました。そのため、法定実効税率を前事業

年度の42.05％から40.69％に変更いたしました。なお、

当該税率変更による影響は、軽微であります。

（持分法損益等）

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）及び当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）

　該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残
高

（千円）
役員の
兼任等

事業上
の関係

主要株主

（個人）
草間　庸文 － －

当社代表

取締役

（被所有）

直接73.0％
－ －

当社の金融機関等

からの借入に対す

る債務被保証

（注１）

4,491,004

－ －

被担保提供

（不動産物件）

（注１）

450,000

役員及び

その近親者
草間嘉瑞子 － －

前当社

取締役

（被所有）

直接 6.9％
－ －

資金の借入

（注２）
－

－ －
資金の返済

（注２）
1,450,000

利息の支払

（注２）
9,201 － －

被担保提供

（不動産物件）

（注３）

450,000 － －

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を所有

している会

社等

㈱山和

(旧㈱山和

 住宅)

新潟県

上越市
52,918

不動産・

建設業
なし

役員

１名

担保の

被提供

等

被担保提供

（不動産物件）

（注４）

3,187,000 － －

担保提供料の支払

（注４）
17,650 － －

取引条件及び取引条件の決定方針

（注１）当社は、金融機関等からの借入に対して代表取締役草間庸文より担保提供及び債務保証を受けておりました。な

お、担保提供料及び保証料の支払は行っておりません。また、当該取引は当事業年度中に解消されました。

（注２）資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、担保は提供しておりませ

ん。また、当該取引は当事業年度中に解消されました。

（注３）当社は、金融機関等からの借入に対して草間嘉瑞子より担保提供を受けておりました。なお、担保提供料の支払

いは行っておりません。また、当該取引は当事業年度中に解消されました。

（注４）㈱山和の土地の担保提供は当社の金融機関等からの借入に対するものであり、担保提供料は一般取引条件を参考

に決定しております。また、当該取引は当事業年度中に解消されました。

（注５）草間嘉瑞子は平成17年６月３日付で当社取締役を辞任しております。

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 1,714,301.05円

１株当たり当期純利益金額 173,136.04円

１株当たり純資産額 382,227.82円

１株当たり当期純利益金額
46,682.04円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式を発行いたしておりませんので記載し

ておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式を発行いたしておりませんので記載し

ておりません。

　当社は、平成18年６月21日付で株式１株につき５株の

株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

 １株当たり純資産額 342,860.21円

１株当たり当期純利益金額 34,627.20円

 　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式を発行いたしておりませんので記載し

ておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当期純利益（千円） 1,050,762 1,443,408

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,050,762 1,443,408

期中平均株式数（株） 6,069 30,920
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　平成18年６月２日開催の当社取締役会の決議に基づき、

次のように株式の分割による新株式を発行しております。

１．平成18年６月21日をもって普通株式１株につき５株

に分割します。

(1）分割により増加する株式数

普通株式　　　　24,276株

(2）分割方法

　平成18年６月20日の最終の株主名簿に記載された

株主の所有株式を、１株につき５株の割合をもって

分割します。

２．配当起算日

平成18年４月１日

　当該株式の分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前期における１株当たり情報及び当期首に行われた

と仮定した場合の当期における１株当たり情報は、そ

れぞれ以下のとおりとなります。

――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度 当事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

308,233.00円 342,860.21円

１株当たり当期純利益金額 １株当たり当期純利益金額

37,404.83円 34,627.20円

　なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式を発行
いたしておりませんので記
載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益金額に
ついては、潜在株式を発行
いたしておりませんので記
載しておりません。

株式会社アサックス （8772） 平成 19 年３月期決算短信（非連結）

－ 33 －



５．その他
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

該当事項はありません。

②　その他の役員の異動 

該当事項はありません。 
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