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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 9,505 4.0 98 ― 40 ― △69 ―
24年3月期第1四半期 9,140 △5.0 △13 ― △83 ― △161 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △121百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △156百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △4.90 ―
24年3月期第1四半期 △11.42 ―

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

25年3月期第1四半期 55,065 10,737 19.3 750.37
24年3月期 55,655 10,976 19.5 767.10
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  10,620百万円 24年3月期  10,856百万円

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25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

24年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 18,981 2.2 △112 ― △305 ― △315 ― △22.28
通期 42,608 △0.2 1,461 7.7 1,099 7.4 607 107.1 42.94



(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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 14,180,000 株 24年3月期 14,180,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 26,770 株 24年3月期 26,770 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 14,153,230 株 24年3月期1Q 14,157,229 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１四半期におけるわが国経済は、震災復興需要により生産は震災前の水準を確保し、雇用情勢にも

緩やかな回復傾向が見られるものの、輸出は減少に転じ、企業設備投資、個人消費は横這いが続くなど自

律的な回復には至らず、依然として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1四半期の業績につきましては、物流事業において、震災の影響により一

時的に物流機能が停滞しておりました輸送需要が徐々に回復し、売上高は前年同四半期に比べ増加してお

ります。 

不動産事業においては、堅調に推移し、売上高は前年同四半期に比べ増加しております。 

印刷事業においては、震災直後の婚礼部門による受注の落ち込みが一段落し、受注件数も上向きとな

り、売上高は前年同四半期に比べ増加しております。 

その他については、建築工事関連において受注が減少した一方、人材派遣事業のグループ内取引が寄与

し、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１四半期連結累計期間における売上高は9,505百万円（前年同四半期比4.0％増）、営業利

益は98百万円（前年同四半期は営業損失13百万円）、経常利益は40百万円（前年同四半期は経常損失83百

万円）、四半期純損失は69百万円（前年同四半期は四半期純損失161百万円）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１四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590百万円減少し、55,065百万円

となりました。これは主に、繰延税金資産が170百万円増加、現金及び預金が123百万円、受取手形及び売

掛金が413百万円、減価償却費等により建物及び構築物が175百万円減少したことによるものであります。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ351百万円減少し、44,327百万円となりました。これは主に、流動

負債のその他に含まれる未払費用が634百万円増加、支払手形及び買掛金が287百万円、未払法人税等が419

百万円、賞与引当金が249百万円減少したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産合計は、利益剰余金が182百万円減少し10,737百万円となり、自己資本比率は19.3％となりまし

た。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第1四半期の業績は概ね予想通り推移しており、平成24年5月11日の「平成24年3月期決算短信」で公表い

たしました第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純損失に与える影響額は軽微であります。 
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,243,828 4,120,560

受取手形及び売掛金 6,394,676 5,980,687

商品及び製品 61,647 61,493

仕掛品 22,482 48,363

原材料及び貯蔵品 654,902 715,317

繰延税金資産 282,895 402,369

その他 735,286 642,921

貸倒引当金 △25,604 △17,926

流動資産合計 12,370,113 11,953,789

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,789,266 12,613,328

機械装置及び運搬具（純額） 1,820,682 1,794,599

土地 20,351,366 20,351,366

その他（純額） 1,064,589 1,113,092

有形固定資産合計 36,025,905 35,872,386

無形固定資産   

のれん 190,778 107,305

借地権 1,118,526 1,118,526

その他 211,390 198,417

無形固定資産合計 1,520,695 1,424,250

投資その他の資産   

投資有価証券 2,347,168 2,396,036

長期貸付金 969,273 953,294

繰延税金資産 748,794 799,329

その他 1,814,733 1,807,326

貸倒引当金 △141,360 △141,294

投資その他の資産合計 5,738,610 5,814,692

固定資産合計 43,285,211 43,111,329

資産合計 55,655,324 55,065,118
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,946,089 3,658,099

短期借入金 10,369,470 10,158,900

1年内償還予定の社債 384,080 384,080

未払法人税等 651,501 231,847

賞与引当金 401,098 151,567

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 1,000 2,000

その他 1,804,042 2,473,199

流動負債合計 17,557,282 17,059,693

固定負債   

社債 993,280 993,280

長期借入金 19,096,663 19,172,573

再評価に係る繰延税金負債 2,962,964 2,962,964

繰延税金負債 － 153

退職給付引当金 1,495,334 1,580,425

役員退職慰労引当金 987,820 964,179

長期預り金 1,374,181 1,323,841

その他 211,480 270,342

固定負債合計 27,121,724 27,267,760

負債合計 44,679,006 44,327,454

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 3,647,008 3,464,369

自己株式 △9,692 △9,692

株主資本合計 5,859,307 5,676,668

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 197,501 143,372

土地再評価差額金 4,800,124 4,800,124

その他の包括利益累計額合計 4,997,625 4,943,497

少数株主持分 119,384 117,498

純資産合計 10,976,317 10,737,664

負債純資産合計 55,655,324 55,065,118

アサガミ㈱S（9311）平成25年3月期第1四半期決算短信

-4-



（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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 9,140,859 9,505,059

売上原価 7,510,649 7,706,242

売上総利益 1,630,209 1,798,816

販売費及び一般管理費   

役員報酬 121,255 121,631

給料手当及び賞与 600,105 634,490

賞与引当金繰入額 52,560 63,643

退職給付費用 46,699 49,214

役員退職慰労引当金繰入額 14,132 15,531

貸倒引当金繰入額 1,136 50

その他 807,336 815,963

販売費及び一般管理費合計 1,643,225 1,700,526

営業利益又は営業損失（△） △13,016 98,290

営業外収益   

受取利息 7,523 7,150

受取配当金 25,681 34,923

貸倒引当金戻入額 15,470 7,169

その他 26,518 27,427

営業外収益合計 75,195 76,670

営業外費用   

支払利息 133,293 127,633

社債利息 4,752 3,434

その他 7,185 3,787

営業外費用合計 145,230 134,855

経常利益又は経常損失（△） △83,051 40,105

特別利益   

固定資産売却益 15,466 2,560

特別利益合計 15,466 2,560

特別損失   

固定資産売却損 1,098 －

固定資産除却損 329 1,012

投資有価証券評価損 － 1,076

災害による損失 48,220 －

特別損失合計 49,648 2,088

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△117,233 40,576

法人税、住民税及び事業税 195,019 249,277

法人税等調整額 △154,607 △140,900

法人税等合計 40,412 108,376

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △157,645 △67,799

少数株主利益 4,064 1,613

四半期純損失（△） △161,710 △69,413
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △157,645 △67,799

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 875 △54,128

その他の包括利益合計 875 △54,128

四半期包括利益 △156,770 △121,928

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △160,834 △123,541

少数株主に係る四半期包括利益 4,064 1,613
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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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