
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年10月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アサガミ株式会社 上場取引所 東 
コード番号 9311 URL http://www.asagami.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 木村健一
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経理部長 （氏名） 北川敏行 TEL 03-4288-3000
四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 18,571 △3.7 △60 ― △217 ― △256 ―
23年3月期第2四半期 19,292 △6.0 283 △36.3 74 △62.9 △173 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △309百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △386百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △18.15 ―
23年3月期第2四半期 △12.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 56,776 9,909 17.3
23年3月期 56,909 10,336 18.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,795百万円 23年3月期  10,227百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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24年3月期については、現時点では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

23年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 41,112 △5.1 1,184 △13.4 819 △17.1 258 318.3 18.27



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、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きは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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 14,180,000 株 23年3月期 14,180,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 24,771 株 23年3月期 22,771 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 14,156,871 株 23年3月期2Q 14,158,824 株
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１．当四半期決算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２四半期におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況の中、生産、輸出、個人消

費に持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢は依然として厳しく、また、電力供給の制約や原子力災

害の影響、海外景気の下振れ懸念、円高の影響等多くのリスクが存在することから依然として予断を許さ

ない状況となっております。 

 こうした経済情勢の中、当社を取巻く経営環境は、物流業界では輸出の動向に伴い港湾運送においては

緩やかな回復傾向にあるものの、営業倉庫、トラック輸送については足踏み状態が続いております。新聞

印刷業界では発行部数の減少、企業の広告経費削減に伴う印刷ページ数の減少により厳しい状況が続いて

おり、また、一般・商業印刷業界においても企業の広告経費削減に伴う価格競争の激化により厳しい状況

が続いております。 

このような経営環境に対応すべく、当社グループは、原点である経営理念の｢顧客に対する最高のサービ

ス｣、｢適正利潤の追求｣、｢眞に働きがいのある会社｣に立ち返り、取組みを行ってまいりました。 

第２四半期の業績につきましては、物流事業において、地震により被災した事業所における減収や福島

原発事故による電力供給量の制限にともなう輸送需要が減少し、売上高は前年同四半期に比べ減少してお

ります。 

不動産事業において、賃貸物件の料金改定により、売上高は前年同四半期に比べ増加しております。 

印刷事業において、婚礼部門について商品単価の上昇が見られるものの震災直後からのキャンセルや冠

婚行事の自粛の影響による受注件数の落ち込みがあり、売上高は前年同四半期に比べ減少しております。 

その他建築工事関連において、震災後の復旧工事の受注により、売上高は前年同四半期に比べ増加して

おります。 

この結果、第２四半期連結累計期間における売上高は18,571百万円（前年同四半期比3.7％減）、営業損

失は60百万円（前年同四半期は営業利益283百万円）、経常損失は217百万円（前年同四半期は経常利益 74

百万円）、四半期純損失は256百万円（前年同四半期は四半期純損失173百万円）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四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133百万円減少し、56,776百万円

となりました。主な増減は、現金及び預金が133百万円、減価償却費等により建物及び構築物が333百万

円、機械装置及び運搬具が161百万円減少しております。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ293百万円増加し、46,866百万円となりました。主な増減は、短期

借入金が2,630百万円増加し、支払手形及び買掛金が143百万円、長期借入金が1,942百万円減少しておりま

す。 

（純資産） 

純資産合計は、利益剰余金が370百万円減少し、9,909百万円となり、自己資本比率は17.3％となりまし

た。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の業績予想につきましては、本日別途公表いたしました「第２四半期累計期間業績予想

との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,905,833 4,772,619

受取手形及び売掛金 5,497,907 5,612,178

商品及び製品 61,884 59,136

仕掛品 20,859 70,945

原材料及び貯蔵品 611,181 671,321

繰延税金資産 306,431 451,981

その他 827,303 1,108,083

貸倒引当金 △30,830 △20,968

流動資産合計 12,200,571 12,725,298

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,511,635 13,177,912

機械装置及び運搬具（純額） 2,294,075 2,133,037

土地 20,425,032 20,425,032

その他（純額） 1,145,226 1,110,614

有形固定資産合計 37,375,970 36,846,596

無形固定資産   

のれん 524,667 357,723

借地権 1,118,526 1,118,526

その他 160,594 182,993

無形固定資産合計 1,803,788 1,659,243

投資その他の資産   

投資有価証券 2,018,048 1,922,050

長期貸付金 1,039,340 1,019,632

繰延税金資産 922,945 989,730

その他 2,103,700 2,157,694

貸倒引当金 △554,476 △544,189

投資その他の資産合計 5,529,559 5,544,919

固定資産合計 44,709,318 44,050,759

資産合計 56,909,890 56,776,057
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,082,286 3,938,317

短期借入金 8,844,536 11,474,891

1年内償還予定の社債 731,280 598,880

未払法人税等 257,361 262,422

賞与引当金 459,445 446,365

訴訟損失引当金 8,502 8,502

災害損失引当金 51,594 －

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 5,300 5,300

その他 2,121,482 2,278,572

流動負債合計 16,561,790 19,013,252

固定負債   

社債 1,377,360 1,144,120

長期借入金 21,209,668 19,267,265

再評価に係る繰延税金負債 3,398,391 3,398,391

退職給付引当金 1,436,679 1,531,930

役員退職慰労引当金 946,734 959,138

長期預り金 1,381,584 1,326,980

その他 261,254 225,426

固定負債合計 30,011,672 27,853,253

負債合計 46,573,462 46,866,505

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 3,442,135 3,071,913

自己株式 △8,429 △9,066

株主資本合計 5,655,696 5,284,838

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 168,624 107,543

土地再評価差額金 4,403,013 4,403,013

その他の包括利益累計額合計 4,571,637 4,510,557

少数株主持分 109,093 114,155

純資産合計 10,336,428 9,909,551

負債純資産合計 56,909,890 56,776,057
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 19,292,636 18,571,253

売上原価 15,600,486 15,319,681

売上総利益 3,692,149 3,251,572

販売費及び一般管理費   

役員報酬 239,075 243,049

給料及び手当 1,226,115 1,188,751

賞与 195,919 167,545

退職給付費用 68,982 98,196

役員退職慰労引当金繰入額 28,839 31,404

その他 1,649,295 1,582,768

販売費及び一般管理費合計 3,408,227 3,311,715

営業利益又は営業損失（△） 283,921 △60,143

営業外収益   

受取利息 15,601 15,069

受取配当金 46,130 37,374

貸倒引当金戻入額 － 18,385

その他 55,564 64,446

営業外収益合計 117,296 135,276

営業外費用   

支払利息 278,491 268,003

社債利息 13,033 9,552

その他 35,536 15,532

営業外費用合計 327,060 293,088

経常利益又は経常損失（△） 74,158 △217,954

特別利益   

固定資産売却益 1,799 17,254

受取補償金 － 107,013

貸倒引当金戻入額 44,432 －

特別利益合計 46,232 124,267

特別損失   

固定資産売却損 5,333 3,023

固定資産除却損 123,294 1,454

投資有価証券評価損 2,176 1,458

災害による損失 － 46,860

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 138,430 52,797

税金等調整前四半期純損失（△） △18,040 △146,484

法人税、住民税及び事業税 223,805 274,365

法人税等調整額 △71,619 △172,448

法人税等合計 152,185 101,916

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △170,226 △248,401

少数株主利益 2,853 8,561

四半期純損失（△） △173,079 △256,963
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △170,226 △248,401

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △216,340 △61,080

その他の包括利益合計 △216,340 △61,080

四半期包括利益 △386,566 △309,481

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △386,566 △309,481

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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