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平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結)

 

平成20年12月19日
上 場 会 社 名 株式会社あさひ 上場取引所 東証一部
コ ー ド 番 号 3333 URL http://cb-asahi.co.jp/
代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名) 下田 進
問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名) 古賀 俊勝 TEL (06)6923―2611

1. 平成21年２月期第３四半期の業績（平成20年２月21日～平成20年11月20日）
 (1) 経営成績

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 17,251 24.6 2,460 61.4 2,509 59.0 1,349 63.8
20年２月期第３四半期 13,839 18.2 1,524 12.6 1,577 13.3 824 12.5
20年２月期 17,280 1,449 1,486 749

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

21年２月期第３四半期 108 66 ─ ─
20年２月期第３四半期 66 35 ─ ─
20年２月期 60 36 ─ ─

 (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

21年２月期第３四半期 10,513 6,815 64.8 548 72
20年２月期第３四半期 8,435 5,647 66.9 454 72
20年２月期 8,288 5,582 67.4 449 48

 (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

21年２月期第３四半期 1,687 △1,282 △74 1,036
20年２月期第３四半期 1,277 △764 △204 1,597
20年２月期 867 △1,214 △234 706

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第３四半期末
円 銭

21年２月期第３四半期 ─ ─
20年２月期第３四半期 ─ ─
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(％表示は対前期増減率) 

 
  

   (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無     ： 有 
 (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無     ： 無 
  
 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 
  
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な
要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想値と異なる場合があります。な
お、平成20年４月２日付の「平成20年２月期決算短信」で公表いたしました通期業績予想を修正しており
ます。 

  
  

3. 平成21年２月期の業績予想（平成20年２月21日～平成21年２月20日） 【参考】

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 21,487 24.3 2,461 69.8 2,505 68.5 1,400 86.7 112 74

4. その他

2 / 9



1. 経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を背景とした世界金融

市場の混乱による急激な株価の下落や円高基調により企業収益は悪化しており、また、個人消費が低迷
し雇用情勢にも厳しさが見られるなど、国内景気は減速感を一層強めております。 
このような状況のもと、当社は大型自転車専門店の直営及びＦＣ展開、インターネット通販及びメー
カー機能を持った商品供給という多様なチャンネルにより、あらゆる顧客ニーズ・商圏へ対応し拡大を
続けるとともに、専門店ならではの品揃えと、高い技術力、魅力あるＰＢ（プライベートブランド）商
品の提供によりさらに成長を続け、既存店客数が前年同期比105.0％と高い伸びとなりました。 
自転車販売全般に関しては、健康志向の高まりや環境への関心から通勤等に自転車を利用される購買
層が増加し、街乗りを中心としたスポーツ車の販売が好調に推移しております。 
この結果、当第３四半期の売上高は17,251百万円（前年同期比24.6％増）となりました。営業利益に

つきましては、売上総利益率の改善等により、2,460百万円（前年同期比61.4％増）となりました。経
常利益は2,509百万円（前年同期比59.0％増）、四半期純利益は1,349百万円（前年同期比63.8％増）と
なりました。 

  
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 

当第３四半期末における総資産は、前事業年度末と比較し2,224百万円増加し、10,513百万円となり
ました。これは主に現金及び預金の増加330百万円、売上の増加による売掛金の増加291百万円、店舗数
の増加によるたな卸資産の増加617百万円、本社用土地の取得、新規出店に伴う有形固定資産の増加683
百万円等によるものであります。 
負債は、前事業年度末と比較し、991百万円増加し、3,697百万円となりました。これは主に仕入の増

加による支払手形及び買掛金の増加426百万円、未払法人税等の増加384百万円等によるものでありま
す。 
純資産は、前事業年度末と比較し、1,232百万円増加し、6,815百万円となりました。これは主に剰余

金の配当による減少124百万円、当第３四半期純利益による増加1,349百万円等によるものであります。
  

(2) キャッシュ・フロ－の状況 
当第３四半期末における、現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比較し、

330百万円増加し1,036百万円となりました。各キャッシュ・フロ－の状況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－) 

営業活動の結果得られた資金は1,687百万円となりました。これは主に法人税等の支払額747百万円、
たな卸資産の増加額617百万円、売上債権の増加額291百万円等の支出があったものの、税引前四半期純
利益2,482百万円、仕入債務の増加額426百万円、減価償却費の実施額269百万円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－) 
投資活動の結果使用した資金は1,282百万円となりました。これは主に本社用土地、新規出店に伴う

有形固定資産の取得による支出959百万円、新規出店契約に伴う建設協力金の支出182百万円等によるも
のであります。 

  (財務活動によるキャッシュ・フロ－) 
財務活動の結果使用した資金は74百万円となりました。これは主に短期借入金の純増加額80百万円の

収入があったものの、配当金の支払額123百万円、長期借入金の返済による支出29百万円等によるもの
であります。 

  
3. 業績予想に関する定性的情報 

平成21年２月期の通期の業績予想につきましては、平成20年12月15日公表の「平成21年2月期 業績
予想の修正に関するお知らせ(非連結)」をご参照ください。 

  
4. その他 
(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
   税金費用計上基準に簡便な方法を採用しております。 
  
(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更 
   該当事項はありません。 
  
  

【定性的情報・財務諸表等】
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（単位：千円、％） 

5. (要約）四半期財務諸表
(1) (要約）四半期貸借対照表

科  目

前年同四半期末 
(平成20年２月期 
第３四半期末)

当四半期末
(平成21年２月期 
第３四半期末)

増  減 （参 考）前期末 
(平成20年２月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 1,723,665 1,162,778 △560,886 832,327

 2. 売掛金 332,657 495,075 162,418 203,907

 3. たな卸資産 1,665,827 2,728,696 1,062,868 2,111,689

 4. その他 392,242 387,230 △5,012 338,334

   流動資産合計 4,114,393 4,773,781 659,387 16.0 3,486,259

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産 2,609,513 3,474,205 864,691 2,791,148

 2. 無形固定資産 46,941 43,854 △3,086 43,791

 3. 投資その他の資産 1,665,063 2,221,217 556,154 1,967,551

   固定資産合計 4,321,517 5,739,278 1,417,760 32.8 4,802,491

   資産合計 8,435,911 10,513,059 2,077,147 24.6 8,288,751

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 支払手形及び買掛金 1,090,287 1,426,851 336,564 1,000,154

 2. 短期借入金 20,000 80,000 60,000 ─

 3. １年以内返済予定の 
   長期借入金 39,996 3,353 △36,643 33,350

 4. その他 1,354,272 1,975,386 621,114 1,387,123

   流動負債合計 2,504,555 3,485,591 981,035 39.2 2,420,627

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金 3,353 ─ △3,353 ─

 2. その他 280,257 212,159 △68,098 285,456

   固定負債合計 283,610 212,159 △71,451 △25.2 285,456

   負債合計 2,788,166 3,697,750 909,583 32.6 2,706,084

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 1,416,026 1,416,026 ─ 1,416,026

 2. 資本剰余金 1,519,841 1,519,841 ─ 1,519,841

 3. 利益剰余金 2,726,299 3,877,334 1,151,034 2,651,889

 4. 自己株式 ─ △84 △84 ─

   株主資本合計 5,662,167 6,813,117 1,150,949 20.3 5,587,757

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 
   差額金 2,886 2,191 △694 2,815

 2. 繰延ヘッジ損益 △17,309 ─ 17,309 △7,905

   評価・換算差額等合計 △14,422 2,191 16,614 △5,090

   純資産合計 5,647,744 6,815,308 1,167,564 20.7 5,582,666

   負債純資産合計 8,435,911 10,513,059 2,077,147 24.6 8,288,751
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（単位：千円、％） 

 
  

(2) (要約）四半期損益計算書

科  目

前年同四半期末 
(平成20年２月期 
第３四半期)

当四半期末 
(平成21年２月期 
第３四半期)

増  減 （参 考）前期末 
(平成20年２月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 13,839,746 17,251,182 3,411,435 24.6 17,280,350

Ⅱ 売上原価 7,218,870 8,676,140 1,457,269 20.2 9,005,026

   売上総利益 6,620,876 8,575,041 1,954,165 29.5 8,275,324

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,096,563 6,114,356 1,017,793 20.0 6,825,633

   営業利益 1,524,313 2,460,685 936,372 61.4 1,449,690

Ⅳ 営業外収益 69,902 69,448 △454 △0.6 75,533

Ⅴ 営業外費用 16,540 20,892 4,351 26.3 38,667

   経常利益 1,577,674 2,509,241 931,566 59.0 1,486,556

Ⅵ 特別損失 51,526 26,700 △24,826 △48.2 53,077

   税引前四半期(当期) 
   純利益 1,526,147 2,482,540 956,392 62.7 1,433,479

   税金費用 702,028 1,132,891 430,863 61.4 683,770

   四半期(当期)純利益 824,119 1,349,648 525,528 63.8 749,709
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前年同四半期(自 平成19年２月21日 至 平成19年11月20日) 
  

 
  

 
  

 
  

(3) (要約）四半期株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年２月20日残高(千円) 1,416,026 1,519,841 1,519,841

当四半期の変動額

 剰余金の配当

 四半期純利益 ─ ─ ─

 別途積立金の積立 ─ ─ ─

 株主資本以外の項目の 
 当四半期の変動額(純額) ─ ─ ─

当四半期の変動額合計(千円) ─ ─ ─

平成19年11月20日残高(千円) 1,416,026 1,519,841 1,519,841

株主資本

利益剰余金

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19年２月20日残高(千円) 18,688 1,090,000 892,855 2,001,543 4,937,410

当四半期の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ △99,363 △99,363 △99,363

 四半期純利益 ─ ─ 824,119 824,119 824,119

 別途積立金の積立 ─ 500,000 △500,000 ─ ─

 株主資本以外の項目の 
 当四半期の変動額(純額) ─ ─ ─ ─ ─

当四半期の変動額合計(千円) ─ 500,000 224,756 724,756 724,756

平成19年11月20日残高(千円) 18,688 1,590,000 1,117,611 2,726,299 5,662,167

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ 
損益

評価・換算 
差額等合計

平成19年２月20日残高(千円) 2,904 ─ 2,904 4,940,315

当四半期変動額

 剰余金の配当 ─ ─ ─ △99,363

 四半期純利益 ─ ─ ─ 824,119

 別途積立金の積立 ─ ─ ─ ─

 株主資本以外の項目の 
 当四半期の変動額(純額) △17 △17,309 △17,327 △17,327

当四半期の変動額合計(千円) △17 △17,309 △17,327 707,429

平成19年11月20日残高(千円) 2,886 △17,309 △14,422 5,647,744

6 / 9



当四半期(自 平成20年２月21日 至 平成20年11月20日) 
  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成20年２月20日残高(千円) 1,416,026 1,519,841 1,519,841

当四半期の変動額

 剰余金の配当

 四半期純利益 ─ ─ ─

 別途積立金の積立 ─ ─ ─

 自己株式の取得 ─ ─ ─

 株主資本以外の項目の 
 当四半期の変動額(純額) ─ ─ ─

当四半期の変動額合計(千円) ─ ─ ─

平成20年11月20日残高(千円) 1,416,026 1,519,841 1,519,841

株主資本

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20年２月20日残高(千円) 18,688 1,590,000 1,043,201 2,651,889 ─ 5,587,757

当四半期の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ △124,204 △124,204 ─ △124,204

 四半期純利益 ─ ─ 1,349,648 1,349,648 ─ 1,349,648

 別途積立金の積立 ─ 500,000 △500,000 ─ ─ ─

 自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ △84 △84

 株主資本以外の項目の 
 当四半期の変動額(純額) ─ ─ ─ ─ ─ ─

当四半期の変動額合計(千円) ─ 500,000 725,444 1,225,444 △84 1,225,359

平成20年11月20日残高(千円) 18,688 2,090,000 1,768,646 3,877,334 △84 6,813,117

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ 
損益

評価・換算 
差額等合計

平成20年２月20日残高(千円) 2,815 △7,905 △5,090 5,582,666

当四半期変動額

 剰余金の配当 ─ ─ ─ △124,204

 四半期純利益 ─ ─ ─ 1,349,648

 別途積立金の積立 ─ ─ ─ ─

 自己株式の取得 ─ ─ ─ △84

 株主資本以外の項目の 
 当四半期の変動額(純額) △623 7,905 7,282 7,282

当四半期の変動額合計(千円) △623 7,905 7,282 1,232,642

平成20年11月20日残高(千円) 2,191 ─ 2,191 6,815,308
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前期(自 平成19年２月21日 至 平成20年２月20日) 
  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年２月20日残高(千円) 1,416,026 1,519,841 1,519,841

事業年度中の変動額

 剰余金の配当

 当期純利益 ─ ─ ─

 別途積立金の積立 ─ ─ ─

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) ─ ─ ─

事業年度中の変動額合計(千円) ─ ─ ─

平成20年２月20日残高(千円) 1,416,026 1,519,841 1,519,841

株主資本

利益剰余金

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19年２月20日残高(千円) 18,688 1,090,000 892,855 2,001,543 4,937,410

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ △99,363 △99,363 △99,363

 当期純利益 ─ ─ 749,709 749,709 749,709

 別途積立金の積立 ─ 500,000 △500,000 ─ ─

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) ─ ─ ─ ─ ─

事業年度中の変動額合計(千円) ─ 500,000 150,346 650,346 650,346

平成20年２月20日残高(千円) 18,688 1,590,000 1,043,201 2,651,889 5,587,757

評価・換算差額等
純資産合計その他有価証券 

評価差額金
繰延ヘッジ 
損益

評価・換算 
差額等合計

平成19年２月20日残高(千円) 2,904 ─ 2,904 4,940,315

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 ─ ─ ─ △99,363

 当期純利益 ─ ─ ─ 749,709

 別途積立金の積立 ─ ─ ─ ─

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △89 △7,905 △7,995 △7,995

事業年度中の変動額合計(千円) △89 △7,905 △7,995 642,351

平成20年２月20日残高(千円) 2,815 △7,905 △5,090 5,582,666
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（単位：千円） 

 
  

(4) (要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期 
(平成20年２月期第３四半期)

当四半期 
(平成21年２月期第３四半期)

（参 考）前期 
(平成20年２月期)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期(当期)純利益 1,526,147 2,482,540 1,433,479

   減価償却費 226,251 269,459 301,537

   長期前払費用の償却額 3,701 8,389 5,121

   賞与引当金の増加額 129,316 137,939 42,889

   役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 16,317 △83,297 21,516

   受取利息及び受取配当金 △5,572 △8,815 △9,279

   支払利息 766 2,264 888

   売上債権の増加額 △130,524 △291,168 △1,774

   たな卸資産の増減額(△は増加) 237,934 △617,006 △207,927

   仕入債務の増減額(△は減少) 4,121 426,697 △86,011

   その他 73,301 109,274 199,525

    小計 2,081,760 2,436,277 1,699,964

   利息及び配当金の受取額 782 681 1,288

   利息の支払額 △744 △2,276 △857

   法人税等の支払額 △803,823 △747,338 △833,019

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,277,975 1,687,342 867,376

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 △449,970 △959,404 △631,340

   無形固定資産の取得による支出 △12,468 △8,978 △13,157

   長期前払費用の支出 △17,716 △35,971 △18,179

   差入保証金の差入による支出 △235,119 △103,497 △356,348

   差入保証金の返還による収入 22,829 8,182 34,492

   建設協力金の支出 △72,060 △182,500 △230,660

   その他 224 △730 249

  投資活動によるキャッシュ・フロー △764,279 △1,282,900 △1,214,944

Ⅲ 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 △76,000 80,000 △96,000

   長期借入金の返済による支出 △29,997 △29,997 △39,996

   自己株式の取得による支出 ─ △84 ─

   配当金の支払額 △98,704 △123,939 △98,785

  財務活動によるキャッシュ・フロー △204,701 △74,020 △234,781

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0 △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 308,994 330,421 △582,348

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,288,546 706,197 1,288,546
Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末(期末)残高 1,597,540 1,036,618 706,197
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