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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 33,926 △3.4 1,580 △24.0 1,276 △25.0 460 △53.3
22年3月期第3四半期 35,124 △15.1 2,080 △19.1 1,702 △20.0 986 11.9

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 32.53 ―
22年3月期第3四半期 69.65 ―

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 64,448 10,789 16.6 754.94
22年3月期 57,438 10,550 18.2 738.35

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  10,688百万円 22年3月期  10,454百万円

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  
当社は定款において3月31日又は9月30日を配当基準日と定めておりますが、平成23年3月期について、9月30日を基準日とする配当は無配、3月31日を基
準日とする配当については未定としております。 

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 ― 8.00 8.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
― ―

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 42,273 △5.0 1,525 △27.6 1,065 △33.3 313 △62.0 22.13



(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
づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が終了しておりません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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 14,180,000株 22年3月期  14,180,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  22,021株 22年3月期  20,997株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 14,158,645株 22年3月期3Q 14,160,678株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期におけるわが国経済は、企業収益に改善が見られ、設備投資、個人消費にも持ち直しの動きが見

られたものの、生産、輸出が減少に転じるなど足踏み状態が続いております。また、依然として海外景気の下振

れや為替レート・株価の変動により景気が下押しされるリスクが存在し、雇用情勢は厳しく、さらにはデフレの

影響も懸念されることから引き続き予断を許さない状況となっております。 

このような経済情勢のなか、第３四半期の業績につきましては、物流事業においてはメーカーが増産に転じ

徐々に持ち直しつつあるものの未だ厳しい状況が続くなか、全般的な貨物量に改善が見られ売上高は前年同期に

比べ増加しております。 

不動産事業においては賃貸物件の解約や更新時の料金改定により売上高は前年同期に比べ減少しております。 

印刷事業においては印刷機更新による作業工程の変更や発行部数の減少、年賀印刷の売上の落ち込みにより売

上高は前年同期に比べ減少しております。 

この結果、第３四半期累計期間の売上高は33,926百万円、営業利益は1,580百万円、経常利益は1,276百万円、

四半期純利益は460百万円となりました。 

 

(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における総資産は前連結会計年度末に比べ7,009百万円増加し、64,448百万円とな

りました。主な増減は、現金及び預金が1,956百万円、受取手形及び売掛金が4,022百万円、その他（年賀事業の

はがきの立替など）が2,006百万円が増加し、減価償却費等により建物及び構築物が468百万円、株価変動により

投資有価証券が184百万円減少しております。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ6,770百万円増加し、53,658百万円となりました。主な増減は、支払手形

及び買掛金が778百万円、運転資金による短期借入金が6,337百万円増加した一方、未払法人税等が336百万円、社

債償還により社債が353百万円減少しております。 

純資産合計は、利益剰余金が347百万円増加し、その他有価証券評価差額金が112百万円減少し、前連結会計年

度末より239百万円増加し、10,789百万円となり、自己資本比率は16.6％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1,958百万円増加し、

5,727百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動により使用された資金は、2,523百万円となりました。 

この主な要因は、減価償却費1,361百万円、売上債権の増加額4,019百万円、仕入債務の増加額786百万円、

利息の支払額436百万円、法人税等の支払額1,010百万円などであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により使用された資金は、1,391百万円となりました。 

この主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,396百万円、長期預り金の返還による支出98百万円など

であります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動にって得られた資金は、5,873百万円となりました。 

この主な要因は、短期借入金の純増額6,300百万円、社債の償還による支出353百万円、配当金の支払額113

百万円などであります。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第３四半期連結累計期間の業績は概ね予想通り推移しており、平成22年10月29日発表の通期業績予想に変更は

ありません。 

なお、業績予想は現時点で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、今後様々な要因によ

って予想数値と異なる場合があります。 
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２．その他の情報 

(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 

①棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の子会社を除き実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理の変更 

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。 

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ1百万円、税金等調整前四半期純利益、少数株主損益調整前四

半期純利益はそれぞれ8百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は23百万円であります。 

 

② 表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等

の一部を改正する内閣府令（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用に伴い、当第３四半期連結累計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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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 5,727,124 3,770,549

受取手形及び売掛金 9,696,723 5,673,974

商品及び製品 59,519 53,908

仕掛品 2,738 15,455

原材料及び貯蔵品 692,703 693,649

繰延税金資産 110,162 332,089

その他 2,722,449 716,311

貸倒引当金 △39,793 △40,611

流動資産合計 18,971,629 11,215,327

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,848,389 14,317,123

機械装置及び運搬具（純額） 2,409,054 1,093,409

土地 20,494,980 20,494,980

その他（純額） 1,217,740 2,406,231

有形固定資産合計 37,970,165 38,311,744

無形固定資産   

のれん 608,140 858,557

借地権 1,133,814 1,133,814

その他 163,222 141,510

無形固定資産合計 1,905,177 2,133,883

投資その他の資産   

投資有価証券 2,119,143 2,303,446

長期貸付金 1,040,553 1,083,203

繰延税金資産 884,950 851,491

その他 2,232,019 2,362,634

貸倒引当金 △675,491 △823,441

投資その他の資産合計 5,601,176 5,777,334

固定資産合計 45,476,519 46,222,963

資産合計 64,448,148 57,438,290

アサガミ㈱（9311）平成23年3月期　第3四半期決算短信

－4－



(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 4,834,384 4,056,081

短期借入金 14,616,061 8,278,540

1年内償還予定の社債 743,780 731,280

未払法人税等 288,109 624,569

賞与引当金 149,908 488,945

その他 3,131,862 2,283,927

流動負債合計 23,764,105 16,463,343

固定負債   

社債 1,743,000 2,108,640

長期借入金 20,666,447 20,663,260

再評価に係る繰延税金負債 3,398,391 3,398,391

繰延税金負債 8 120

退職給付引当金 1,451,518 1,450,500

役員退職慰労引当金 932,615 891,191

資産除去債務 23,537 －

長期預り金 1,388,164 1,479,418

その他 290,699 433,179

固定負債合計 29,894,381 30,424,702

負債合計 53,658,486 46,888,046

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,189,000 2,189,000

資本剰余金 32,991 32,991

利益剰余金 3,840,855 3,493,592

自己株式 △8,186 △7,867

株主資本合計 6,054,659 5,707,716

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 230,751 343,632

土地再評価差額金 4,403,013 4,403,013

評価・換算差額等合計 4,633,764 4,746,645

少数株主持分 101,237 95,882

純資産合計 10,789,661 10,550,244

負債純資産合計 64,448,148 57,438,290
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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 35,124,504 33,926,176

売上原価 27,335,371 26,747,161

売上総利益 7,789,133 7,179,014

販売費及び一般管理費   

役員報酬 360,579 360,005

給料及び手当 1,895,439 1,860,920

賞与 282,084 294,229

退職給付費用 71,166 92,343

役員退職慰労引当金繰入額 42,089 42,958

その他 3,057,357 2,947,781

販売費及び一般管理費合計 5,708,716 5,598,239

営業利益 2,080,416 1,580,774

営業外収益   

受取利息 24,083 23,471

受取配当金 59,377 69,590

その他 90,361 84,562

営業外収益合計 173,822 177,624

営業外費用   

支払利息 461,740 419,514

社債利息 22,255 18,616

開業費償却 22,031 －

その他 45,743 44,253

営業外費用合計 551,771 482,383

経常利益 1,702,467 1,276,015

特別利益   

固定資産売却益 42,669 1,780

保険差益 18,269 －

違約金収入 494,291 19,789

受取補償金 89,500 －

貸倒引当金戻入額 － 44,433

特別利益合計 644,730 66,002

特別損失   

固定資産売却損 16,728 316

固定資産除却損 53,331 128,910

投資有価証券評価損 18,804 2,930

会員権評価損 820 －

貸倒引当金繰入額 226,231 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,626

特別損失合計 315,915 139,783

税金等調整前四半期純利益 2,031,281 1,202,234

法人税、住民税及び事業税 1,064,946 470,998

法人税等調整額 △32,794 265,346

法人税等合計 1,032,151 736,344

少数株主損益調整前四半期純利益 － 465,889

少数株主利益 12,862 5,354

四半期純利益 986,267 460,534
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,031,281 1,202,234

減価償却費 1,338,838 1,361,937

繰延資産償却額 22,031 －

のれん償却額 263,130 250,417

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,626

貸倒引当金の増減額（△は減少） 352,934 △148,768

賞与引当金の増減額（△は減少） △321,315 △339,037

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29,331 1,017

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,339 41,424

受取利息及び受取配当金 △83,461 △93,061

支払利息 483,996 438,130

為替差損益（△は益） 403 914

固定資産売却損益（△は益） △25,940 △1,463

固定資産除却損 53,331 128,910

投資有価証券評価損益（△は益） 18,804 2,930

会員権評価損 820 －

違約金収入 △494,291 △19,789

受取補償金 △89,500 －

保険差益 △18,269 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,360,167 △4,019,131

たな卸資産の増減額（△は増加） 219,117 8,051

仕入債務の増減額（△は減少） 154,331 786,295

未払消費税等の増減額（△は減少） 95,290 2,892

その他 △1,763,512 △781,382

小計 △133,139 △1,169,851

利息及び配当金の受取額 84,110 93,693

利息の支払額 △481,527 △436,513

受取補償金の受取額 89,500 －

保険金の受取額 41,998 －

法人税等の支払額 △851,215 △1,010,352

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,250,272 △2,523,025

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2 －

定期預金の払戻による収入 － 1,476

有形固定資産の取得による支出 △1,226,628 △1,396,963

有形固定資産の売却による収入 10,889 3,338

固定資産の除却による支出 △16,560 △5,428

無形固定資産の取得による支出 △31,708 △65,742

投資有価証券の取得による支出 △93,322 △8,498

事業譲受による支出 △25,188 －

敷金及び保証金の差入による支出 △22,064 △7,586

敷金及び保証金の回収による収入 214,825 11,583

貸付けによる支出 △73,735 △5,200

貸付金の回収による収入 50,530 37,127

長期預り金の返還による支出 △333,244 △98,043

長期預り金の受入による収入 48,883 6,579

その他 5,930 135,373

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,491,395 △1,391,985
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(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) 

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（△は減少） 5,600,000 6,300,000

長期借入れによる収入 6,575,000 6,192,725

長期借入金の返済による支出 △6,102,425 △6,152,017

社債の償還による支出 △543,140 △353,140

自己株式の取得による支出 △388 △319

配当金の支払額 △113,287 △113,272

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,415,759 5,873,976

現金及び現金同等物に係る換算差額 △403 △914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,673,687 1,958,051

現金及び現金同等物の期首残高 2,791,065 3,769,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,464,753 5,727,124
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報等 

〔セグメント情報〕 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しており、報告セグメントは、「物流事業」「不動産

事業」「印刷事業」としております。 

 

1  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

物流事業 不動産事業 印刷事業 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高   

  外部顧客への売上高 16,082,736 1,390,827 16,081,009 33,554,573 371,603 33,926,176

  セグメント間の内部売
上高又は振替高 

2,997 1,156,809 625 1,160,432 116,288 1,276,720

計 16,085,733 2,547,636 16,081,635 34,715,005 487,891 35,202,896

セグメント利益 1,197,059 1,073,030 796,787 3,066,877 12,410 3,079,288

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事事業及び人材派遣事業を

含んでおります。 

 

2  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 
（単位：千円） 

利  益 金  額 

報告セグメント計 3,066,877

「その他」の区分の利益 12,410

セグメント間取引消去 3,127

全社費用（注） △1,501,640

四半期連結損益計算書の営業利益 1,580,774

(注) 全社費用は、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

 

3  報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

該当事項はありません。 
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