
(財)財務会計基準機構会員
 

平成20年３月期　中間決算短信（非連結） 平成19年11月２日

上場会社名 株式会社アサックス 上場取引所 東証二部

コード番号 ８７７２ ＵＲＬ　http://www.asax.co.jp

代表者　　　　（役職名） 代表取締役社長 （氏名）草間　庸文

問合せ先責任者（役職名） 取締役財務経理部長 （氏名）島田　博 ＴＥＬ　（０３）３４４５－０４０４

半期報告書提出予定日 平成19年12月10日 配当支払開始予定日 平成19年12月10日

（百万円未満切捨て）

１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 2,953 24.2 1,599 27.1 1,589 26.1 851 18.3

18年９月中間期 2,377 12.3 1,258 25.2 1,260 25.1 720 99.5

19年３月期 5,010 － 2,632 － 2,575 － 1,443 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 7,949 23 － －

18年９月中間期 23,732 93 － －

19年３月期 46,682 04 － －

（参考）①　期中平均株式数 19年９月中間期 107,133 株 18年９月中間期 30,342 株 19年３月期 30,920 株

②　会計処理方法の変更 有         

(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９月中間期 53,709 14,633 27.2 133,128 32

18年９月中間期 39,765 11,122 28.0 366,610 02

19年３月期 45,682 13,622 29.8 382,227 82

（参考）自己資本 19年９月中間期 14,633 百万円 18年９月中間期 11,122 百万円 19年３月期 13,622 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９月中間期 △7,737 △17 6,968 1,788

18年９月中間期 △2,846 △65 2,715 715

19年３月期 △5,881 △88 7,631 2,574

２．配当の状況

１株当たり配当金

（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

19年３月期 － － － 8,000 00 8,000 00

20年３月期 － 1,500 00 － －

20年３月期（予想） － － － 1,500 00 3,000 00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 5,983 19.4 3,195 21.4 3,185 23.7 1,772 22.8 16,332 59
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４．その他

(1）中間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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

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、16ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項　２．固定資産の減価償却の方法」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９月中間期 109,935 株 18年９月中間期 30,345 株 19年３月期 35,645 株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 15 株 18年９月中間期 5 株 19年３月期 5 株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、28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

と判断する一定の前提に基づいており、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。

なお、通期の業績予想につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、平成19年８月３日公表「平

成20年３月期第１四半期財務・業績の概況」に発表いたしました内容の修正をしております。詳細は本日平成19

年11月２日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速懸念や為替相場の修

正が経済に与える影響等不安要因はあるものの、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加や、雇用情勢の改善を

背景とした個人消費の持ち直し等、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。また、不動産市場におきましても

日本経済の長期的な回復基調を背景に堅調に推移いたしました。

このような日本経済の長期的な回復基調を背景に、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旺盛な資金需要が持続いたしております。

このような環境の下、当社におきましては前事業年度に引き続き新規貸付が好調であり、営業貸付金残高は前事業

年度末の41,446,786千円から8,832,046千円増加の50,278,832千円と500億円を突破いたしました。

この結果、当中間会計期間の業績は、営業収益2,953,750千円（前年同期比24.2％増）、営業利益1,599,472千円（同

27.1％増）、経常利益1,589,874千円（同26.1％増）、中間純利益851,625千円（同18.3％増）と増収増益となりまし

た。

（通期の見通し）

都心の地価は一部にはミニバブル傾向も見受けられ、今後の地価動向を注視する必要がありますが、当社は引き続

き首都圏の店舗網の増強、充実を図り小口に分散した良質な営業貸付金の規模の拡大に努めてまいります。

通期の業績見通しにつきましては、当中間会計期間の業績が好調であったことから営業収益5,983,002千円（前回見

通し5,695,741千円）、営業利益3,195,721千円（前回見通し2,982,954千円）、経常利益3,185,223千円（前回見通し

2,983,404千円）、当期純利益1,772,446千円（前回見通し1,662,925千円）にそれぞれ修正いたします。

(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41,446,786千円から8,832,046千円増と大幅に

増加し50,278,832千円となったこと等が主たる要因となり、当中間会計期間末における流動資産の残高は

52,406,167千円（前事業年度末は44,373,113千円）となり、前事業年度末に比べて8,033,054千円増加いたし

ました。

固定資産

当中間会計期間末の有形固定資産は、金沢支店の閉鎖に伴う除却及び建物の償却等による減少があったも

のの、社有車の取得等による増加により679,628千円（前事業年度末は677,288千円）となり、前事業年度末

に比べて2,339千円増加いたしました。無形固定資産については、ソフトウェアの取得が3,368千円あったも

のの、8,211千円の償却により42,199千円（前事業年度末は47,042千円）となり、前事業年度末に比べて4,843

千円減少いたしました。投資その他の資産は繰延税金資産の増加があったものの、破産更生債権等及び長期

前払費用が減少し、581,165千円（前事業年度末は585,494千円）となり、前事業年度末に比べて4,328千円減

少いたしました。

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3,219,007

千円（前事業年度末は3,153,500千円）となり、前事業年度末に比べて65,507千円の増加、１年以内返済予定

の長期借入金は12,387,720千円（前事業年度末は9,767,201千円）となり、前事業年度末に比べて2,620,518

千円の増加、新たにコマーシャルペーパーの発行による資金調達を行いコマーシャルペーパーが997,278千円

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61,918千円の増加、預り金が前事業年度末に比

べて68,032千円の増加、前受収益が前事業年度末に比べて39,831千円の増加となったこと等により、当中間

会計期間末における流動負債の残高は17,901,294千円（前事業年度末は14,042,466千円）となり、前事業年

度末に比べて3,858,827千円増加いたしました。
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固定負債

長期借入金が20,319,886千円（前事業年度末は17,182,419千円）となり、前事業年度末に比べて3,137,467

千円の増加となったほか、役員退職慰労引当金が17,750千円の増加となったこと等により当中間会計期間末

における固定負債の残高は21,174,401千円（前事業年度末は18,017,871千円）となり、前事業年度末に比べ

て3,156,529千円増加いたしました。

c.純資産の部

配当金の支払による繰越利益剰余金の減少が285,120千円あったものの、中間純利益を851,625千円計上した

ことにより繰越利益剰余金が1,023,317千円（前事業年度末は1,556,811千円）となったほか、公募増資により

資本金が2,307,848千円（前事業年度末は1,863,488千円）となったこと等により、当中間会計期間末における

純資産の残高は14,633,465千円（前事業年度末は13,622,599千円）となり、前事業年度末に比べて1,010,865千

円増加いたしました。

②　キャッシュ・フローの状況

当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、税引前中間純利益の計上やコ

マーシャルペーパーの発行、長期借入れ及び株式の発行による資金の増加があったものの、営業貸付金の増加によ

る資金の減少が主たる要因となり前事業年度末に比べて786,463千円減少し、当中間会計期間末には1,788,161千円

となりました。

当中間会計期間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7,737,683千円の減少（前事業年度は5,881,333千円の減少）となりました。

これは主に、税引前中間純利益を1,589,584千円計上したものの、営業貸付金が8,832,046千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17,279千円の減少（前事業年度は88,209千円の減少）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出が17,225千円、無形固定資産の取得による支出が3,368千円あったこ

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6,968,499千円の増加（前事業年度は7,631,050千円の増加）となりました。

これは長期借入れによる収入12,771,538千円と長期借入金の返済による支出7,013,552千円により資金が5,757,986

千円増加したこと、コマーシャルペーパー発行による収入2,497,278千円とコマーシャルペーパーの償還による支出

1,500,000千円により資金が997,278千円増加したこと、短期借入れによる収入2,837,300千円と短期借入金の返済に

よる支出2,771,792千円により資金が65,507千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432,638千円

増加したこと等によるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

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。
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(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20日に公布され、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、段階的に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日付で関東財務局長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（現在の登録番号は、関東財務局長(8)第00035号）。この貸金業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20日に公布された「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。

c.利息返還損失の発生

昨今のわが国におきましては、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。

当社は現在において超過利息を含んだ貸付契約は１件もありませんが、過去の貸付契約の一部においては当該

契約が存在していたため、今後におきましても超過利息返還請求の可能性があります。当社では、平成18年10月

13日付の日本公認会計士協会の「消費者金融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」に則して、前事業年度（平成19年３月期）より返還見込額を合理的に見積もった利息返還損失引当金

（平成19年３月期：32,500千円）を計上しており、現在のところ業績に特段の影響はありませんが、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数が増大した場合は、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　資金調達について

a.金利上昇によるリスク

金利は金融政策、市場環境等により変動し、現状の調達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６月27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20日に改正貸金業法が公布され、今後実施予定であります貸付総量規制及び上限金利の引下げによ

り、主に無担保金融を中心としたノンバンクセクターは再編・淘汰の動きが加速しております。

一方、当社の不動産担保ローン事業におきましては、営業貸付金の上限金利が平成16年５月以降全て年15％以下

となっていることから上限金利引下げによる収益低下の影響は原則として発生しえないものと考えております。

不動産担保ローン市場を取り巻く環境といたしましては、前述いたしました貸金業法改正に伴い、異業態のノン

バンク等からの参入が予想されます。しかしながら、不動産担保ローンの事業推進にあたっては、担保不動産の見

極め及び顧客とのコミュニケーション等において十分な知識と経験が要求されますので参入障壁は比較的高いもの

と認識しており、今後におきましても当社は十分な競争力を維持できるものと考えております。

一方、都市部を中心とした地価上昇の流れを受け不動産マーケットは活況を呈しております。しかしながら、都

心の一部地域におきましては上昇ペースに減速感が出始めてきており、当社では都心部の地価は天井を打った感が

あるものと認識し、今後の地価動向に警戒感を強めております。そのため、１件当りの貸付単価が高く、且つ担保

掛目の高い案件が多い不動産業者向け貸付につきましてはこれまで以上に厳選する姿勢を強め、主要顧客でありま

す一般事業者等のエンドユーザー向け貸付の増加に注力して参る考えであります。

当社は、特定の業種や大口貸付に依拠せずにリスクの少ない小口貸付を地道に積み上げることを基本方針として

おりますので、今後におきましてもこのスタンスを貫き、貸倒れを抑えたローコスト経営を堅持していく所存であ

ります。

(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

お客様が会社を選ばれる際、「安心・信頼できる会社かどうか」は、金利等の貸付条件をご検討される以前に

重要な要因となっているものと考えられます。

現在当社はインターネット広告及び交通広告を中心にプロモーション活動を強化し、顧客数及び営業貸付金残

高共に堅調に伸びておりますが、一般的な認知度としては未だ限定的であると認識しておりますので、今後も当

該プロモーション活動を一層強化し、「不動産担保ローンはアサックス」という確固たるブランドの構築に努め

る所存であります。

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。
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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。

(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．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   715,541   1,788,161    2,574,625  

２．営業貸付金
※

2,3,4
 37,419,147   50,278,832    41,446,786  

３．販売用不動産   96,856   83,343    109,004  

４．繰延税金資産   111,152   147,413    116,390  

５．その他   155,597   173,315    179,906  

貸倒引当金   △55,800   △64,900    △53,600  

流動資産合計   38,442,495 96.7  52,406,167 97.6 13,963,671  44,373,113 97.1

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※1,2  690,652 1.7  679,628 1.2 △11,024  677,288 1.5

２．無形固定資産   47,927 0.1  42,199 0.1 △5,728  47,042 0.1

３．投資その他の資産            

(1) 破産更生債権等 ※４  38,267   38,375    41,015  

(2) 繰延税金資産   348,990   352,080    344,433  

(3) その他   209,825   204,309    214,445  

貸倒引当金   △12,700   △13,600    △14,400  

投資その他の資産合
計

  584,383 1.5  581,165 1.1 △3,217  585,494 1.3

固定資産合計   1,322,963 3.3  1,302,993 2.4 △19,970  1,309,824 2.9

資産合計   39,765,459 100.0  53,709,161 100.0 13,943,701  45,682,938 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．短期借入金 ※２  2,654,366   3,219,007    3,153,500  

２．１年以内返済予定の
長期借入金

※２  6,644,606   12,387,720    9,767,201  

３．コマーシャルペー
パー

  －   997,278    －  

４．未払法人税等   547,694   764,375    702,457  

５．賞与引当金   23,078   23,483    19,281  

６．利息返還損失引当金   －   33,600    32,500  

７．その他   335,687   475,828    367,525  

流動負債合計   10,205,434 25.6  17,901,294 33.4 7,695,860  14,042,466 30.7

Ⅱ　固定負債            

１．長期借入金 ※２  17,607,446   20,319,886    17,182,419  

２．退職給付引当金   14,048   4,027    2,594  

３．役員退職慰労引当金   813,650   849,150    831,400  

４．その他   1,931   1,338    1,458  

固定負債合計   18,437,076 46.4  21,174,401 39.4 2,737,324  18,017,871 39.5

負債合計   28,642,511 72.0  39,075,695 72.8 10,433,184  32,060,338 70.2
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   87,140 0.2  2,307,848 4.3 2,220,708  1,863,488 4.1

２．利益剰余金            

(1) 利益準備金  3,550   3,550    3,550   

(2) その他利益剰余金            

別途積立金  10,200,000   11,300,000    10,200,000   

繰越利益剰余金  833,507   1,023,317    1,556,811   

利益剰余金合計   11,037,057 27.8  12,326,867 22.9 1,289,809  11,760,361 25.7

３．自己株式   △1,250 △0.0  △1,250 △0.0   △1,250 △0.0

株主資本合計   11,122,947 28.0  14,633,465 27.2 3,510,517  13,622,599 29.8

純資産合計   11,122,947 28.0  14,633,465 27.2 3,510,517  13,622,599 29.8

負債純資産合計   39,765,459 100.0  53,709,161 100.0 13,943,701  45,682,938 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区　　分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　営業収益   2,377,831 100.0  2,953,750 100.0 575,919  5,010,872 100.0

Ⅱ　営業費用   1,119,015 47.1  1,354,278 45.8 235,263  2,378,046 47.5

営業利益   1,258,816 52.9  1,599,472 54.2 340,656  2,632,825 52.5

Ⅲ　営業外収益   1,492 0.1  2,123 0.0 630  2,810 0.1

Ⅳ　営業外費用   － －  11,721 0.4 11,721  59,762 1.2

経常利益   1,260,308 53.0  1,589,874 53.8 329,565  2,575,873 51.4

Ⅴ　特別利益   1,976 0.1  395 0.0 △1,581  11,378 0.2

Ⅵ　特別損失 ※１  － －  685 0.0 685  2,215 0.0

税引前中間(当期)純
利益

  1,262,284 53.1  1,589,584 53.8 327,299  2,585,036 51.6

法人税、住民税及び
事業税

 547,947   776,629    1,148,076   

法人税等調整額  △5,767 542,180 22.8 △38,670 737,959 25.0 195,779 △6,448 1,141,628 22.8

中間(当期)純利益   720,104 30.3  851,625 28.8 131,520  1,443,408 28.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

利益剰余金
合　　　計

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

中間会計期間中の変動額          

別途積立金の積立て  － － 1,000,000 △1,000,000 － － － －

中間純利益  － － － 720,104 720,104 － 720,104 720,104

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

中間会計期間中の変動額合計 (千円) － － 1,000,000 △279,895 720,104 △1,250 718,854 718,854

平成18年９月30日　残高 (千円) 87,140 3,550 10,200,000 833,507 11,037,057 △1,250 11,122,947 11,122,947

当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

利益剰余金
合　　　計

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

中間会計期間中の変動額          

新株の発行  444,360 － － － － － 444,360 444,360

別途積立金の積立て  － － 1,100,000 △1,100,000 － － － －

剰余金の配当  － － － △285,120 △285,120 － △285,120 △285,120

中間純利益  － － － 851,625 851,625 － 851,625 851,625

中間会計期間中の変動額合計 (千円) 444,360 － 1,100,000 △533,494 566,505 － 1,010,865 1,010,865

平成19年９月30日　残高 (千円) 2,307,848 3,550 11,300,000 1,023,317 12,326,867 △1,250 14,633,465 14,633,465

前事業年度の株主資本等変動計算書（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

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

利益剰余金
合　　　計

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

別途積立金の積立て  － － 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
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間(当期)純利益  1,262,284 1,589,584  2,585,036

減価償却費  20,020 20,535  40,991

貸倒引当金の増減額(△減少額)  △3,500 10,500  △4,000

賞与引当金の増減額(△減少額)  2,523 4,201  △1,273

退職給付引当金の増減額(△減少額)  △5,863 1,432  △17,317

役員退職慰労引当金の増加額  17,750 17,750  35,500

利息返還損失引当金の増加額  － 1,100  32,500

上場関連費用  － －  59,762

株式交付費  － 11,721  －

固定資産除去損  － 402  2,215

固定資産売却損  － 182  －

会員権売却損  － 100  －

受取利息  △43 △1,281  △412

営業貸付金の増加額  △3,686,296 △8,832,046  △7,713,935

破産更生債権等の減少額  11,551 2,639  8,804

販売用不動産の増減額(△増加額)  1,938 25,660  △10,209

長期前払費用の減少額  8,578 8,578  17,157

未払消費税等の増加額  － 2,086  9,544

未払法人税等(外形標準課税)の増減額
(△減少額)

 － △7,433  18,719

その他資産の増減額(△増加額)  6,566 6,710  △17,623

その他負債の増減額(△減少額)  △1,452 105,887  17,937

小計  △2,365,942 △7,031,687 △4,665,744 △4,936,602

利息の受取額  43 1,281  412

法人税等の支払額  △481,058 △707,277  △945,144

営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,846,956 △7,737,683 △4,890,726 △5,881,333
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前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区　　分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の売却による収入  － 2,000  －

有形固定資産の取得による支出  △16,797 △17,225  △17,261

無形固定資産の取得による支出  △6,972 △3,368  △15,445

会員権の売却による収入  － 1,000  －

会員権の取得による支出  △36,750 －  △36,750

その他  △5,433 314  △18,751

投資活動によるキャッシュ・フロー  △65,953 △17,279 48,673 △88,209

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  3,403,500 2,837,300  7,973,000

短期借入金の返済による支出  △3,256,592 △2,771,792  △7,326,959

コマーシャルペーパーの発行による収
入

 － 2,497,278  －

コマーシャルペーパーの償還による支
出

 － △1,500,000  －

長期借入れによる収入  6,199,150 12,771,538  13,748,700

長期借入金の返済による支出  △3,629,473 △7,013,552  △8,481,456

株式の発行による収入  － 432,638  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 －  △1,250

配当金の支払額  － △284,911  －

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,715,334 6,968,499 4,253,164 7,631,050

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額(△減少
額)

 △197,575 △786,463 △588,888 1,661,507

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  913,117 2,574,625 1,661,507 913,117

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)
残高

※
715,541 1,788,161 1,072,619 2,574,625
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　　目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準

　　及び評価方法

(1) デリバティブ

時価法

(1) デリバティブ

同左

(1) デリバティブ

同左

 (2) 販売用不動産

個別法による原価法

(2) 販売用不動産

同左

(2) 販売用不動産

同左

２．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

　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

　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

  

 

 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

　当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。

（追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。

　当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。

 

 

 (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

(2) 無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方

法

(1)　　　　――――― (1) 株式交付費

　支出時に全額費用処理しておりま

す。

(1)　　　　―――――

㈱アサックス（8772）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 16 －



項　　目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

(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中間会

計期間負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

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。

 (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。

(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。

 (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、当中間会計期間末におい

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

(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。

 (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、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

同左

(5) 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．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
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項　　目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

(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 (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 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

(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

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

７．中間キャッシュ・

フロー計算書

（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 同左

８．その他中間財務諸

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

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項　　目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計

基準

　当中間会計期間より、「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11,122,947千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

――――― 　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。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（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138,405千円であります。

※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143,960千円であります。

※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。

※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。

※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 (1) 担保に供している資産 (1) 担保に供している資産

営業貸付金 21,625,146千円

土　　　地 191,001 

建　　　物 21,826 

　　計 21,837,974 

営業貸付金 23,546,916千円

土　　　地 191,001 

建　　　物 21,098 

　　計 23,759,016 

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 (2) 上記に対応する債務

短期借入金 2,258,366千円

１年以内返済予定の長期借入金

 4,581,406 

長期借入金 14,782,646 

　　計 21,622,420 

短期借入金 3,199,007千円

１年以内返済予定の長期借入金

 5,174,620 

長期借入金 14,043,386 

　　計 22,417,014 

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

※３　営業貸付金の方法別残高

同左
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（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。

※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 965,890 

３ヶ月以上延滞債権 641,223 

貸出条件緩和債権 890 

計 1,608,003 

破綻先債権 －千円

延滞債権 1,342,969 

３ヶ月以上延滞債権 773,615 

貸出条件緩和債権 470 

計 2,117,054 

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） （注） （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。

（破綻先債権）

同左

（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

（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

（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

（貸出条件緩和債権）

同左
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

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

５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中間会計期

間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 1,500,000 

差引額 1,000,000 

（貸出コミットメント契約）

借入枠 2,250,000千円

借入実行残高 396,000 

差引額 1,854,000 

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

４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中間会計期

間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 2,200,000千円

借入実行残高 1,300,000 

差引額 900,000 

（貸出コミットメント契約）

借入枠 1,100,000千円

借入実行残高 － 

差引額 1,100,000 

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）

借入枠 700,000千円

借入実行残高 350,000 

差引額 350,000 
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　　　　　――――― ※１　特別損失の主要項目 ※１　特別損失の主要項目

 建物除却損 195千円

構築物除却損 131 

車輌運搬具除却損 30 

工具、器具及び備品除却損 44 

ソフトウェア除却損 1,376千円

構築物除却損 820 

車輌運搬具除却損 18 

　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額 　２　減価償却実施額

有形固定資産 12,421千円

無形固定資産 7,599 

有形固定資産 12,323千円

無形固定資産 8,211 

有形固定資産 25,409千円

無形固定資産 15,581 

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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）
当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 (注)１ 6,069 24,276 － 30,345

合　　計 6,069 24,276 － 30,345

自己株式     

普通株式 (注)２ － 5 － 5

合　　計 － 5 － 5

　(注)１．平成18年６月２日開催の取締役会決議により、平成18年６月21日をもって１株を５株に分割しております。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加５株は、端株の買取りによる増加であります。

２．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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）
当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末株式数
（株）

発行済株式     

普通株式 (注)１,２ 35,645 74,290 － 109,935

合　　計 35,645 74,290 － 109,935

自己株式     

普通株式 (注)３ 5 10 － 15

合　　計 5 10 － 15

　(注)１．平成19年５月11日開催の取締役会決議により、平成19年７月１日をもって１株を３株に分割しております。

２．発行済株式総数の増加74,290株は、株式分割による増加71,290株、一般募集による新株の発行による増加3,000

株であります。

３．普通株式の自己株式の株式数の増加10株は、株式分割による増加であります。

２．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

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 8,000 平成19年３月31日 平成19年６月28日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの 

（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11月２日

取締役会
普通株式 164,880 利益剰余金 1,500 平成19年９月30日 平成19年12月10日

㈱アサックス（8772）平成 20 年３月期中間決算短信（非連結）

－ 24 －



前事業年度（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．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

３．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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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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中間期末残高と中

間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中間期末残高と中

間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９月30日現在) (平成19年９月30日現在) (平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 715,541千円

現金及び現金同等物 715,541 

現金及び預金勘定 1,788,161千円

現金及び現金同等物 1,788,161 

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）

　前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間会計期間（自　平成19年４月１日　

至　平成19年９月30日）及び前事業年度（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）

　前中間会計期間末（平成18年９月30日）、当中間会計期間末（平成19年９月30日）及び前事業年度末（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）

　前中間会計期間末（平成18年９月30日）、当中間会計期間末（平成19年９月30日）及び前事業年度末（平成19年

３月31日）

　デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　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。

（持分法損益等）

　前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間会計期間（自　平成19年４月１日　

至　平成19年９月30日）及び前事業年度（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）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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 366,610.02円

１株当たり中間純利益金額 23,732.93円

１株当たり純資産額 133,128.32円

１株当たり中間純利益金額 7,949.23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株当たり中間純利

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１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

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19年７月１日付で株式１株に

つき３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

仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年

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。

　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。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

320,127.37円 342,860.21円

１株当たり中間純利

益金額

１株当たり当期純利

益金額

11,894.36円 34,627.20円

　なお、潜在株式調

整後１株当たり中間

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。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

122,203.33円 127,409.27円

１株当たり中間純利

益金額

１株当たり当期純利

益金額

7,910.97円 15,560.68円

　なお、潜在株式調

整後１株当たり中間

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。

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株当たり中間（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。

 
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

中間（当期）純利益（千円） 720,104 851,625 1,443,408

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
720,104 851,625 1,443,408

期中平均株式数（株） 30,342 107,133 30,920
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――― ――――― 　平成19年５月11日の当社取締役会において、

次のように株式分割による新株式の発行を決

議いたしました。

　平成19年７月１日付をもって普通株式１株

につき３株に分割します。

(1) 分割により増加する株式数

普通株式 71,290株

(2) 分割方法

　平成19年６月30日の最終の株主名簿及び

実質株主名簿に記載又は記録された株主の

所有株式数を、１株につき３株の割合をもっ

て分割します。

　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

114,286.73円 127,409.27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

11,542.40円 15,560.68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。
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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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