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1. 平成27年3月期第1四半期の業績（平成26年4月1日～平成26年6月30日）

（注） 当社は、平成26年３月期第１四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成26年３月期第１四半期の数値及び平成27年３月期第１四半
期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

(2) 財政状態

(1) 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 ％

27年3月期第1四半期 321 ― △21 ― △21 ― △12 ―
26年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

27年3月期第1四半期 △8.31 ―
26年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第1四半期 1,633 1,309 80.2
26年3月期 1,773 1,322 74.6
（参考）自己資本 27年3月期第1四半期 1,309百万円 26年3月期 1,322百万円

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

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

26年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
27年3月期 ―
27年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成27年 3月期の業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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) 747 △15.4 △26 ― △26 ― △26 ― △17.08
通期 1,755 10.9 210 △22.8 210 △17.6 126 △11.2 82.79



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(3) 発行済株式数（普通株式）

※ 注記事項

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） 27年3月期1Q 1,522,000 株 26年3月期 1,522,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期1Q ― 株 26年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期1Q 1,522,000 株 26年3月期1Q ― 株

※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については、添付資料
２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3） 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、景気は緩やかな回復基調が続いておりましたが、消費税率引上げに

伴う駆け込み需要の反動により、個人消費や生産活動に弱い動きがみられました。

住宅業界におきましても、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減により、新設住宅着工戸数は前年同期実績

を下回り、弱い動きで推移いたしました。

このように厳しい経営環境の下にありましたので、当社は引き続きＡＳＪブランド浸透や広報活動を強化するとと

もに、本年４月、横浜ランドマークタワーに「建築家情報空間」を開設したほか、ＡＳＪアカデミー会員の獲得を目

的にイベント支援等を強化するなどマーケティングに注力し、積極的な営業活動を展開してまいりました。

以上の結果、当第１四半期累計期間においては、主に消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減や建設工事費の

上昇等の影響による加盟建設会社における工事請負契約の低迷により、売上高は321,913千円となりました。

利益面では、営業損失は21,715千円、経常損失は21,811千円、四半期純損失は12,646千円となりましたが、ほぼ想

定の範囲内に収まっております。

なお、当社はＡＳＪ建築家ネットワーク事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。

（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期会計期間末における総資産は1,633,196千円となり、前事業年度末と比べて140,011千円減少いたしま

した。

流動資産は前事業年度末に比べ、219,979千円減少し、1,316,217千円となりました。これは主として現金及び預金

の減少142,903千円、売掛金の減少41,601千円、未収入金の減少48,253千円等によるものであります。

固定資産は前事業年度末に比べ、79,967千円増加し、316,979千円となりました。これは主に建物の増加67,056千円

等によるものであります。

当第１四半期会計期間末における負債合計は323,300千円となり、前事業年度末と比べて127,364千円減少いたしま

した。

流動負債は前事業年度末に比べ、122,327千円減少し、311,445千円となりました。これは主に未払金の減少56,891

千円、未払法人税等の減少71,805千円等によるものであります。

固定負債は前事業年度末に比べ、5,037千円減少し、11,855千円となりました。これは長期借入金の減少によるもの

であります。

当第１四半期会計期間末における純資産は1,309,896千円となり、前事業年度末と比べて12,646千円減少いたしまし

た。これは四半期純損失12,646千円を計上したことによるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期及び通期の業績予想につきましては、平成26年５月14日に公表いたしました業績予想から変更はござい

ません。

なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、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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２．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,034,459 891,556

売掛金 239,313 197,711

商品 3,279 1,562

未収入金 236,745 188,492

その他 55,488 64,639

貸倒引当金 △33,090 △27,745

流動資産合計 1,536,197 1,316,217

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 31,460 98,516

工具、器具及び備品（純額） 365 7,479

有形固定資産合計 31,826 105,995

無形固定資産

ソフトウエア 65,272 59,333

ソフトウエア仮勘定 7,665 16,557

無形固定資産合計 72,937 75,891

投資その他の資産

差入保証金 84,467 83,894

その他 53,160 56,901

貸倒引当金 △5,380 △5,704

投資その他の資産合計 132,247 135,091

固定資産合計 237,011 316,979

資産合計 1,773,208 1,633,196

負債の部

流動負債

買掛金 28,874 31,025

1年内返済予定の長期借入金 20,148 20,148

未払金 231,575 174,684

未払法人税等 73,431 1,625

賞与引当金 3,465 5,285

工事完成保証損失引当金 8,250 8,250

その他 68,029 70,426

流動負債合計 433,773 311,445

固定負債

長期借入金 16,892 11,855

固定負債合計 16,892 11,855

負債合計 450,665 323,300

純資産の部

株主資本

資本金 375,755 375,755

資本剰余金 374,685 374,685

利益剰余金 572,103 559,456

株主資本合計 1,322,543 1,309,896

純資産合計 1,322,543 1,309,896

負債純資産合計 1,773,208 1,633,196
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 321,913

売上原価 71,643

売上総利益 250,270

販売費及び一般管理費 271,986

営業損失（△） △21,715

営業外収益

受取利息 60

営業外収益合計 60

営業外費用

支払利息 126

その他 30

営業外費用合計 156

経常損失（△） △21,811

税引前四半期純損失（△） △21,811

法人税、住民税及び事業税 382

法人税等調整額 △9,547

法人税等合計 △9,164

四半期純損失（△） △12,646
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（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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