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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

23年3月期第3四半期 981 7.0 42 3.5 43 8.0 25 117.9
22年3月期第3四半期 917 3.2 40 △65.7 40 △65.3 11 △79.0

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

23年3月期第3四半期 401.68 ―
22年3月期第3四半期 184.32 ―

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

23年3月期第3四半期 2,832 2,175 76.8 33,744.59
22年3月期 2,889 2,164 74.9 33,575.16

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,175百万円 22年3月期  2,164百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
200.00 200.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 1,400 13.3 100 85.2 100 72.4 55 205.6 853.08



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 

4.  その他 （詳細は、2ページ 2.その他の情報をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期3Q 72,535株 22年3月期  72,535株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  8,063株 22年3月期  8,063株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 64,472株 22年3月期3Q 64,493株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  2

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  2

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  2

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  2

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  5

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  6

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  6

㈱ASJ（2351）　平成23年3月期第3四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国のインターネット業界におきましては、iPhone及びAndroid等のスマ

ートフォンの普及により、電子書籍等の様々なコンテンツを楽しめる環境が整いつつあること等から更なる拡大期

を迎えようとしております。 

このような状況の中、インターネットグループウェア「HotBiz7」のスマートフォン対応及び電子書籍サービス

「のべぷろ！」のiPhoneアプリケーション等のスマートフォン向けサービスの提供による業容の拡大を目指しつつ

既存サービスが好調に推移した結果、売上高につきましては前年同四半期比7.0%増となる 千円となりまし

た。 

また、利益面につきましても、売上高の増加に伴い、営業利益は 千円（3.5%）、経常利益は 千円

（8.0%）、四半期純利益は 千円（117.9%）の増収増益となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、借入金を一部返済したこと等により、前期末比57,028千円減の

千円となりました。負債につきましても、借入金が減少したこと等により、前期末比67,951千円減の

千円となりました。 

純資産は、利益剰余金の配当を行ったものの、第３四半期純利益を計上したこと等により、前期末比10,923千円

増となる 千円となり、自己資本比率は前期末比1.9%増となる76.8%となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期通期連結業績予想につきましては、当第3四半期連結累計期間までの業績は、サービスの開発状

況も含め当初の予想どおりに推移しており、平成22年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用してお

ります。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

981,904

42,217 43,755

25,896

2,832,537

656,955

2,175,581

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 923,885 924,353

受取手形及び売掛金 13,038 14,407

商品及び製品 25,259 19,002

仕掛品 386 402

原材料及び貯蔵品 3,403 4,698

その他 95,315 122,761

貸倒引当金 △50 △60

流動資産合計 1,061,238 1,085,565

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 679,612 705,930

土地 646,749 646,749

その他（純額） 28,754 38,401

有形固定資産合計 1,355,116 1,391,081

無形固定資産   

のれん 98,533 112,663

その他 282,297 265,045

無形固定資産合計 380,831 377,708

投資その他の資産   

その他 35,350 35,852

貸倒引当金 － △642

投資その他の資産合計 35,350 35,209

固定資産合計 1,771,298 1,803,999

資産合計 2,832,537 2,889,565
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 40,007 35,372

短期借入金 350,000 450,000

未払法人税等 3,779 4,479

賞与引当金 18,162 －

その他 237,879 232,428

流動負債合計 649,829 722,280

固定負債   

負ののれん 2,298 2,626

その他 4,827 －

固定負債合計 7,126 2,626

負債合計 656,955 724,907

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,250 919,250

資本剰余金 872,031 872,031

利益剰余金 766,928 753,925

自己株式 △377,149 △377,149

株主資本合計 2,181,060 2,168,057

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19 －

為替換算調整勘定 △5,459 △3,400

評価・換算差額等合計 △5,478 △3,400

純資産合計 2,175,581 2,164,657

負債純資産合計 2,832,537 2,889,565
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 917,961 981,904

売上原価 420,474 489,098

売上総利益 497,487 492,805

販売費及び一般管理費 456,714 450,588

営業利益 40,772 42,217

営業外収益   

受取利息 3,236 1,681

業務受託手数料 － 1,441

その他 1,686 3,033

営業外収益合計 4,923 6,155

営業外費用   

支払利息 4,149 2,258

為替差損 － 2,359

その他 1,024 －

営業外費用合計 5,174 4,617

経常利益 40,522 43,755

特別利益   

貸倒引当金戻入額 23 11

特別利益合計 23 11

特別損失   

固定資産除却損 1,958 534

事務所移転費用 2,152 －

特別損失合計 4,111 534

税金等調整前四半期純利益 36,434 43,232

法人税、住民税及び事業税 24,546 17,335

法人税等合計 24,546 17,335

少数株主損益調整前四半期純利益 － 25,896

四半期純利益 11,887 25,896
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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