
 

平成21年4月期 第2四半期決算短信（非連結） 

平成20年12月11日 

（百万円未満切捨て） 

上場会社名 株式会社 アスカネット 上場取引所 東 

コード番号 2438 URL http://www.asukanet.co.jp

代表者 （役職名） 代表取締役社長兼CEO （氏名） 福田 幸雄

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役CFO （氏名） 功野 顕也 TEL 082-850-1200

四半期報告書提出予定日 平成20年12月15日

1.  平成21年4月期第2四半期の業績（平成20年5月1日～平成20年10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 ％

21年4月期第2四半期 2,152 ― 226 ― 224 ― 129 ―

20年4月期第2四半期 1,852 27.0 257 263.1 260 253.3 145 283.4

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

21年4月期第2四半期 2,984.86 2,984.69

20年4月期第2四半期 3,357.47 ―

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

21年4月期第2四半期 2,764 1,960 70.6 45,127.75

20年4月期 2,748 1,916 69.5 44,170.15

（参考） 自己資本  21年4月期第2四半期  1,950百万円 20年4月期  1,909百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年4月期 ― 0.00 ― 1,700.00 1,700.00

21年4月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ― 1,750.00 1,750.00

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 5,000 22.8 660 3.7 665 4.3 380 4.5 8,790.00

4.  その他 
(1) 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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 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（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もの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年4月期第2四半期 43,660株 20年4月期 43,660株

② 期末自己株式数 21年4月期第2四半期 429株 20年4月期 429株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第2四半期 43,231株 20年4月期第2四半期 43,231株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
２．上記の予想は、本資料の発表日時点において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績はさまざまな要因によって、予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記の予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

－1－



※前年同期の金額及び前年同期比につきましては、参考として記載しております。 

当第２四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰による原材料価格の上昇や米国サブプライムロー
ン問題に端を発する金融市場の混乱等により、景気の減速感は一層強まっております。 
 当社を取り巻く環境といたしましては、デジタルカメラの普及が拡大し、デジタルならではの写真の楽
しみ方が浸透しており、当社が提案してまいりました写真集を作成する楽しみも、「フォトブック」市場
として大きな注目を集めております。一方、景気の先行き不透明感は、消費者の消費マインドを抑制させ
ており、業務向けの写真市場や葬儀市場だけでなく、一般消費者市場におきましても、環境は一段と厳し
さが増しております。 
 このような状況の中、当社はフューネラル（葬祭）市場に対する遺影写真等画像映像のデジタル加工、
通信出力を主体としたメモリアルデザインサービス事業と、デジタル写真とオンデマンド印刷の融合を目
指し、一般消費者からプロフェッショナル写真家までをターゲットに個人向け写真集の作製、販売を主体
としたパーソナルパブリッシング事業を中心として、一つ一つカスタマイズされたモノ創りにこだわって
展開してまいりました。 
 
 事業別の概況を示すと次のとおりであります。 
 メモリアルデザインサービス事業におきましては、引き続き当社の画像処理の高い技術力や充実した自
社サポート体制を強調した顧客開拓を進め、堅調に新規顧客を獲得することができました。また、動画を
用いた葬儀演出ツールが好調に推移いたしました。その結果、当第２四半期累計期間の売上高は844,087
千円となりました。 
  パーソナルパブリッシングサービス事業におきましては、自社営業による開拓のほか、ミニセミナーの
開催や効率的な広告宣伝の実施により知名度の拡大を図ってまいりました。その結果、婚礼市場を中心と
した国内ＢｔｏＢ市場とマイブックを中心としたＢｔｏＣ市場は堅調に推移いたしました。一方、海外市
場は増加しておりますものの、特にアメリカ市場において景気後退の影響もあり、予想を下回る水準で推
移しております。その結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,308,208千円となりました。 
  
以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は2,152,296千円（前年同期比116.2％）となり、費用面に

おきましては、営業経費の増加、及び主にオンデマンド印刷機の法定耐用年数短縮による減価償却費の増
加や、円高の影響等により、経常利益は224,559千円（前年同期比86.1％）、四半期純利益は129,038千円
（前年同期比88.9％）となりました。 

  

各事業別の売上は、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

当第２四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ16,471千円増加し、2,764,606千円とな
りました。当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度に比べ、27,623千円減少し、804,475千
円となりました。これは主に、未払法人税等が149,400千円減少した一方、長期借入金が127,002千円増加
したことによるものであります。当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度に比べ44,094千
円増加し1,960,131千円となりました。これは主に、剰余金の配当として73,492千円計上した一方で、四
半期純利益を129,038千円計上したことによるものであります。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

対前年
増減率 
(％)

前事業年度

(自 平成19年５月１日 (自 平成20年５月１日 (自 平成19年５月１日

至 平成19年10月31日) 至 平成20年10月31日) 至 平成20年４月30日)

事業 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

メモリアルデザインサービ
ス事業

788 42.5 844 39.2 7.1 1,691 41.5

パーソナルパブリッシング
サービス事業

1,064 57.5 1,308 60.8 22.9 2,381 58.5

合計 1,852 100.0 2,152 100.0 16.2 4,072 100.0

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況
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当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ
158,415千円減少し、440,501千円となりました。 
  また、当第２四半期累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、次のとおりであ
ります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果獲得した資金は、93,024千円（前年同期比33.1％）となりました。これは主に、税引前

四半期純利益を224,494千円計上した一方で、前事業年度の利益の増加に伴い法人税等の支払額が243,191
千円生じたためであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は、346,074千円（前年同期比142.3％）となりました。これは主に、新社

屋の建設費支出やソフトウェア開発に伴う支出、生産設備の増強に伴う支出によるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果獲得した資金は、94,678千円（前年同期は48,070千円の使用）となりました。これは主

に、剰余金の配当として72,523千円支払った一方で、長期借入金として200,000千円を調達したためであ
ります。 
  

第３四半期以降も、当社は、一つという 少ロットから一人一人のためにカスタマイズされたサービス
を提供するという時代に即したビジネスを展開し、安定した需要の取り込みを目指してまいります。メモ
リアルデザインサービス事業、パーソナルパブリッシングサービス事業とも、収益の安定的成長と適切な
利益獲得を至上命題とし、高付加価値サービスの提供に努めてまいります。  
 両事業とも、十分に成長可能な市場を抱えており、それぞれの営業施策により、顧客の獲得やサービス
の浸透による売上増加が見込まれます。特にパーソナルパブリッシングサービス事業においては、ご注文
いただいた方からの高い評価を得ており、多くのリピートオーダーを頂いております。また高品質で多品
種のサービスを安定供給できる体制が完備したとともに、写真のアウトプット市場という大きな市場を有
しておりますので、サービス知名度向上により大きな事業拡大が可能であると認識しております。  
 平成21年４月期は、海外を含めたプロフェッショナル市場、国内コンシューマ市場ともに新たなソフト
ウェアのリリースを予定し、また新社屋の建設も計画しており、さらなる成長に向けた基礎作りの時期と
考えております。また、税制の改正により、当社の主力生産設備でありますオンディマンド印刷機の耐用
年数が短縮されました結果、従来の耐用年数によった場合と比べ減価償却費が、通期で約120百万円増加
することが見込まれております。  
 以上により、平成21年４月期の見通しとしましては、売上高5,000百万円（前期比122.8％）、営業利益
660百万円（前期比103.7％）、経常利益665百万円（前期比104.3％）、当期純利益380百万円（前期比
104.5％）を見込んでおります。  
 なお、特にパーソナルパブリッシングサービス事業は、これまでにない事業ですので、海外や一般コン
シューマ市場を含む各種案件の進捗や、新サービスのリリース時期及びその浸透につきましては不確定な
要素を含んでおります。また、海外市場は外貨建てでの決済であり、為替相場の変動の影響を受けます。
原材料価格につきましても、原油価格の高騰の影響を受ける可能性があります。また、海外、国内とも、
景況が減速しており、当社もその影響を受ける可能性があります。  
 
 なお、上記見通しは、本資料発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際
の業績は、さまざまな要因によって、予想数値と異なる場合があります。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 業績予想に関する定性的情報
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税金費用の計算 
当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務
諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
②たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 たな卸資産につきましては、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四
半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が
適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更に伴う損益への影響はありませ
ん。 

  

4. その他
(1) 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

(2) 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
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 440,501 598,916 

受取手形及び売掛金 491,797 459,881 

商品及び製品 51,804 47,096 

原材料 29,930 48,430 

仕掛品 13,542 12,968 

その他 79,001 82,159 

貸倒引当金 △6,833 △5,601 

流動資産合計 1,099,744 1,243,850 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 323,427 322,920 

機械及び装置（純額） 372,426 410,375 

土地 370,758 370,758 

その他（純額） 248,916 95,212 

有形固定資産合計 1,315,529 1,199,266 

無形固定資産 182,678 131,014 

投資その他の資産 166,653 174,004 

固定資産合計 1,664,861 1,504,285 

資産合計 2,764,606 2,748,135 

負債の部 

流動負債 

買掛金 84,205 87,274 

未払法人税等 100,500 249,900 

賞与引当金 98,900 83,200 

その他 241,237 259,642 

流動負債合計 524,843 680,016 

固定負債 

長期借入金 265,245 138,243 

退職給付引当金 14,386 13,839 

固定負債合計 279,631 152,082 

負債合計 804,475 832,098 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 490,300 490,300 

資本剰余金 606,585 606,585 

利益剰余金 919,956 864,411 

自己株式 △50,775 △50,775 

株主資本合計 1,966,066 1,910,521 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △15,149 △1,001 

評価・換算差額等合計 △15,149 △1,001 

新株予約権 9,214 6,517 

純資産合計 1,960,131 1,916,037 

負債純資産合計 2,764,606 2,748,135 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
至 平成20年10月31日) 

売上高 2,152,296 

売上原価 1,062,734 

売上総利益 1,089,561 

販売費及び一般管理費 862,707 

営業利益 226,854 

営業外収益 

受取利息 612 

受取配当金 350 

受取手数料 432 

その他 474 

営業外収益合計 1,870 

営業外費用 

支払利息 2,114 

為替差損 2,050 

営業外費用合計 4,165 

経常利益 224,559 

特別損失 

固定資産除却損 65 

特別損失合計 65 

税引前四半期純利益 224,494 

法人税等 95,455 

四半期純利益 129,038 
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年５月１日 
至 平成20年10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 224,494 

減価償却費 161,838 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,256 

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,700 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 547 

受取利息及び受取配当金 △962 

支払利息 2,114 

為替差損益（△は益） 43 

固定資産除却損 65 

売上債権の増減額（△は増加） △31,916 

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,218 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,068 

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,284 

その他 △33,416 

小計 337,631 

利息及び配当金の受取額 960 

利息の支払額 △2,376 

法人税等の支払額 △243,191 

営業活動によるキャッシュ・フロー 93,024 

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 △262,656 

無形固定資産の取得による支出 △75,551 

貸付けによる支出 △5,000 

貸付金の回収による収入 120 

その他 △2,985 

投資活動によるキャッシュ・フロー △346,074 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 200,000 

長期借入金の返済による支出 △32,798 

配当金の支払額 △72,523 

財務活動によるキャッシュ・フロー 94,678 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △158,415 

現金及び現金同等物の期首残高 598,916 

現金及び現金同等物の四半期末残高 440,501 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 中間損益計算書 

 
  

「参考資料」

前中間会計期間

(自 平成19年５月１日  

 至 平成19年10月31日)

区分 金額(千円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 1,852,886 100.0

Ⅱ 売上原価 855,174 46.1

   売上総利益 997,711 53.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 740,393 40.0

   営業利益 257,317 13.9

Ⅳ 営業外収益 4,825 0.3

Ⅴ 営業外費用 1,264 0.1

   経常利益 260,878 14.1

Ⅵ 特別利益 762 0.0

Ⅶ 特別損失 7,347 0.4

   税引前中間純利益 254,294 13.7

   法人税、住民税及び事業税 109,148

   法人税等調整額 ー 109,148 5.9

   中間純利益 145,146 7.8
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(2) 中間キャッシュ・フロー計算書 

 
  

前中間会計期間

(自 平成19年５月１日  

 至 平成19年10月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税引前中間純利益 254,294

  減価償却費 78,704

  株式報酬費用 2,696

  貸倒引当金の減少額 △ 691

  賞与引当金の減少額 △ 75,100

  退職給付引当金の増加額 1,820

  受取利息及び受取配当金 △ 784

  支払利息 1,264

  為替差損 3

  固定資産売却損 2,334

  固定資産除却損 5,012

  売上債権の増加額 △ 28,790

  たな卸資産の増加額 △ 11,885

  仕入債務の増加額 10,318

  未払金の増加額 57,791

  未払消費税等の減少額 △ 1,395

  その他 △ 10,843

    小計 284,749

  利息及び配当金の受取額 773

  利息の支払額 △ 1,244

  法人税等の支払額 △ 3,471

  営業活動によるキャッシュ・フロー 280,806

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 △ 232,042

  有形固定資産の売却による収入 6,000

  無形固定資産の取得による支出 △ 14,728

  長期貸付金の回収による収入 120

  その他 △ 2,511

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 243,162

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  長期借入金の返済による支出 △ 19,398

  配当金の支払額 △ 28,672

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 48,070

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 3

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 10,430

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 394,127

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 383,697
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