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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 18,879 1.7 △4 ― △203 ― △289 ―
24年3月期第2四半期 18,571 △3.7 △60 ― △217 ― △256 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △365百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △309百万円 （―％）

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2四半期 △20.43 ―
24年3月期第2四半期 △18.15 ―

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2四半期 54,866 10,493 18.9 733.19
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2四半期  10,376百万円 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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― ― ―

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、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 42,347 △0.8 1,559 14.9 1,151 12.5 627 113.8 44.33



(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2Q 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2Q 26,933 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2Q 14,153,183 株 24年3月期2Q 14,156,871 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、震災復興需要を背景とした設備投資、雇用情勢の緩やかな回復が

みられましたが、世界景気の低迷により、生産、輸出は減少し、個人消費にも勢いはなく、欧州の債務危

機や中国の経済減速など、対外経済環境を巡る不確実性も高い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、当社を取り巻く経営環境は物流業界ではトラック輸送貨物量が緩やかな回復傾

向にあるものの、港湾の輸出入コンテナ取扱数量および倉庫の入出庫貨物数量は横ばいであり、また、新

聞印刷業界では発行部数および広告の減少、印刷業界全体でも生産の足踏み状態が続くなど、厳しい状況

が続いております。 

この結果、第２四半期連結累計期間における売上高は18,879百万円（前年同四半期比1.7％増）、営業損

失は4百万円（前年同四半期は営業損失60百万円）、経常損失は203百万円（前年同四半期は経常損失217百

万円）、四半期純損失は289百万円（前年同四半期純損失256百万円）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788百万円減少し、54,866百万円

となりました。これは主に、印刷事業における原材料及び貯蔵品が210百万円、流動資産のその他に含まれ

る前払費用が351百万円増加し、現金及び預金が529百万円、受取手形及び売掛金が416百万円、減価償却費

等により建物及び構築物が335百万円、償還等により投資有価証券が484百万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305百万円減少し、44,373百万円となりました。これは主に、流動

負債のその他に含まれる未払金が566百万円、社債が1,016百万円増加し、未払法人税等が423百万円、短期

借入金が928百万円、長期借入金が582百万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402百万円減少し、10,493百万円となり、自己資本比率は18.9％となりまし

た。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成25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（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、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は、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。 

この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の売上総利益は9百万円増

加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ10百万円減少しております。 
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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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,243,828 3,713,963

受取手形及び売掛金 6,394,676 5,978,290

商品及び製品 61,647 227,819

仕掛品 22,482 70,969

原材料及び貯蔵品 654,902 865,568

繰延税金資産 282,895 420,681

その他 735,286 1,075,086

貸倒引当金 △25,604 △17,658

流動資産合計 12,370,113 12,334,720

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,789,266 12,454,032

機械装置及び運搬具（純額） 1,820,682 1,861,863

土地 20,351,366 20,351,366

その他（純額） 1,064,589 1,245,680

有形固定資産合計 36,025,905 35,912,943

無形固定資産   

のれん 190,778 23,833

借地権 1,118,526 1,118,526

その他 211,390 190,592

無形固定資産合計 1,520,695 1,332,952

投資その他の資産   

投資有価証券 2,347,168 1,862,734

長期貸付金 969,273 939,495

繰延税金資産 748,794 824,983

その他 1,814,733 1,798,024

貸倒引当金 △141,360 △139,136

投資その他の資産合計 5,738,610 5,286,102

固定資産合計 43,285,211 42,531,998

資産合計 55,655,324 54,866,718
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,946,089 3,754,605

短期借入金 10,369,470 9,440,749

1年内償還予定の社債 384,080 571,680

未払法人税等 651,501 228,131

賞与引当金 401,098 432,693

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 1,000 2,000

その他 1,804,042 2,384,379

流動負債合計 17,557,282 16,814,239

固定負債   

社債 993,280 1,822,440

長期借入金 19,096,663 18,514,037

再評価に係る繰延税金負債 2,962,964 2,962,964

繰延税金負債 － 140

退職給付引当金 1,495,334 1,598,410

役員退職慰労引当金 987,820 978,847

長期預り金 1,374,181 1,325,695

その他 211,480 356,335

固定負債合計 27,121,724 27,558,871

負債合計 44,679,006 44,373,111

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 3,244,594

自己株式 △9,692 △9,745

株主資本合計 5,859,307 5,456,840

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 197,501 119,932

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 4,920,057

少数株主持分 119,384 116,709

純資産合計 10,976,317 10,493,607

負債純資産合計 55,655,324 54,866,718
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 18,571,253 18,879,915

売上原価 15,319,681 15,437,459

売上総利益 3,251,572 3,442,456

販売費及び一般管理費   

役員報酬 243,049 243,594

給料手当及び賞与 1,219,192 1,248,399

賞与引当金繰入額 137,104 154,394

退職給付費用 98,196 83,996

役員退職慰労引当金繰入額 31,404 30,149

その他 1,582,768 1,686,107

販売費及び一般管理費合計 3,311,715 3,446,641

営業損失（△） △60,143 △4,184

営業外収益   

受取利息 15,069 14,271

受取配当金 37,374 46,548

貸倒引当金戻入額 18,385 7,867

その他 64,446 46,355

営業外収益合計 135,276 115,042

営業外費用   

支払利息 268,003 256,028

社債利息 9,552 6,944

その他 15,532 51,256

営業外費用合計 293,088 314,229

経常損失（△） △217,954 △203,371

特別利益   

固定資産売却益 17,254 27,957

受取補償金 107,013 －

特別利益合計 124,267 27,957

特別損失   

固定資産売却損 3,023 －

固定資産除却損 1,454 33,424

投資有価証券評価損 1,458 1,226

会員権評価損 － 10,622

災害による損失 46,860 －

特別損失合計 52,797 45,273

税金等調整前四半期純損失（△） △146,484 △220,687

法人税、住民税及び事業税 274,365 239,445

法人税等調整額 △172,448 △171,768

法人税等合計 101,916 67,676

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △248,401 △288,364

少数株主利益 8,561 824

四半期純損失（△） △256,963 △289,188
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △248,401 △288,364

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △61,080 △77,568

その他の包括利益合計 △61,080 △77,568

四半期包括利益 △309,481 △365,932

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △318,043 △366,757

少数株主に係る四半期包括利益 8,561 824

アサガミ㈱（9311）平成25年3月期第2四半期決算短信

-6-



(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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