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(百万円未満切捨て)
１．平成29年２月期第１四半期の業績（平成28年２月21日～平成28年５月20日）

（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 ％

29年２月期第１四半期 17,383 7.8 2,730 12.6 2,765 12.5 1,824 17.4

28年２月期第１四半期 16,121 3.3 2,424 △7.8 2,457 △6.9 1,553 △5.4
　

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

29年２月期第１四半期 69.76 ―

28年２月期第１四半期 59.40 ―
　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年２月期第１四半期 33,598 21,903 65.2

28年２月期 32,795 20,433 62.3
(参考)自己資本 29年２月期第１四半期 21,903 百万円 28年2月期 20,433 百万円
　

２．配当の状況

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

28年２月期 ― 0.00 ― 14.00 14.00

29年２月期 ―

29年２月期(予想) 0.00 ― 14.00 14.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成29年２月期の業績予想（平成28年２月21日～平成29年２月20日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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) 30,451 8.3 3,612 9.0 3,628 7.9 2,343 9.0 89.58

通期 51,795 7.0 3,464 7.1 3,620 7.1 2,102 6.8 80.38
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　



注

（１）四半期財 表の作成に 有の会計 理の ： 無

（２）会計 の 会計上の りの 修正 表示

　 会計基準 の 正に 会計 の ： 無

　 の会計 の ： 無

　 会計上の りの ： 無

　 修正 表示 ： 無

（３） 株式 （ 通株式）

期末 株式 （自己株式 ) 29年２月期１ 26,240,800株 28年２月期 26,240,800株

期末自己株式 29年２月期１ 82,750株 28年２月期 82,750株

期 平 株式 （四半期累計） 29年２月期１ 26,158,050株 28年２月期１ 26,158,050株

　(注) 自己株式 には、役 報 信 所有 る当社株式82,400株 て り

四半期 ー の 状況に る表示

　 の四半期決算短信は、金 取引 に基 四半期 ー の対 あり、 の四半期決算短信の開示

に いて、金 取引 に基 四半期財 表に対 る四半期 ー は てい せ

　

業績予想の 切 利 に る説明、 の

　本資料に されている業績予想は、 報に基 た 通 あり、 に 定

り の業績 は、業況の に り予想 る場合 あり 業績予想の前提 る

業績予想の 利 にあた ての注 に いては、四半期決算短信（ 資料）２ ー 業績予想 の 予

報に る説明 下さい
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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、株価、為替の不安定な動きを背景に、企業の景況感や個人消費は、

停滞感が続いており、先行き不透明なまま推移いたしました。

このような状況の中、当社におきましては、“あさひVISION2020－NEXT STAGE－”の実現に向けて、当第１四半期

累計期間では以下の点に取り組んでまいりました。

(１)「人間力」

当社スタッフが直接ご自宅へお伺いする出張修理引取り・お届けサービス“サイクルポーター”を開始しまし

た。また、あさひオリジナル自転車保険“サイクルパートナー”の取り扱いを始め、自転車をより安心安全に

ご利用いただける環境整備を進めてまいりました。

(２)「商品力」

ＰＢ(プライベートブランド）商品につきましては、雑誌デイトナ(株式会社ネコ・パブリッシング刊）とコラ

ボレーションし「お父さんがかっこよく乗れる自転車」をテーマに新商品“88CYCLE”（ハチハチサイクル）を

開発し、発売いたしました。発売前から多くの反響があり、新たな市場開拓に手応えを感じました。

(３)「店舗力」

当事業年度の新規出店は、24店舗(うちフランチャイズ店４店舗)を計画しております。当第１四半期累計期間

では、そのうち、関東地域へ２店舗、中部地域へ２店舗、近畿地域へ１店舗、九州地域へ２店舗の計７店舗を

出店いたしました。この結果、当期の店舗数は直営店400店、FC店25店のあわせて425店となりました。

これらの結果、当第１四半期累計期間における売上高は17,383百万円（前年同四半期比7.8％増）となりました。

また、営業利益は2,730百万円（前年同四半期比12.6％増）、経常利益は2,765百万円（前年同四半期比12.5％増）、

四半期純利益は1,824百万円（前年同四半期比17.4％増）となりました。

なお、当社は自転車小売事業を行う単一セグメントのため、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

（資産）

当第１四半期会計期間末の総資産の残高は、前事業年度末と比較して803百万円増加し、33,598百万円となりまし

た。

流動資産は、前事業年度末と比較して653百万円増加し、14,101百万円となりました。これは主に、現金及び預金

の増加638百万円、売掛金の増加1,153百万円、繰延税金資産の増加147百万円、商品の減少692百万円、未着商品の

減少594百万円等によるものであります。

固定資産は、前事業年度末と比較して149百万円増加し、19,496百万円となりました。これは主に、新規出店等に

伴う差入保証金の増加119百万円、建設仮勘定の増加97百万円等によるものであります。

（負債）

当第１四半期会計期間末の負債の残高は、前事業年度末と比較して666百万円減少し、11,695百万円となりまし

た。

流動負債は、前事業年度末と比較して671百万円減少し、9,086百万円となりました。これは主に、買掛金の減少

216百万円、短期借入金の減少1,500百万円、未払法人税等の増加536百万円、賞与引当金の増加318百万円、未払費

用の増加225百万円等によるものであります。

固定負債は、前事業年度末と比較して５百万円増加し、2,608百万円となりました。これは主に、資産除去債務の

増加９百万円等によるものであります。

（純資産）

当第１四半期会計期間末の純資産の残高は、前事業年度末と比較して1,469百万円増加し、21,903百万円となりま

した。これは主に、当第１四半期純利益による増加1,824百万円、剰余金の配当による減少367百万円等によるもの

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

平成29年２月期の業績予想については、平成28年４月４日付「平成28年２月期 決算短信〔日本基準〕（非連結）」

にて発表いたしました第２四半期累計期間及び通期の予想数値に変更はございません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期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。

（２）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。

（３）追加情報

（法人税率の変更等による影響）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」

（平成28年法律第13号）が平成28年３月31日に公布され、平成28年４月１日以降に開始する事業年度から法人税率

等が変更されることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成29年２月21日から平成

31年２月20日までに解消が見込まれる一時差異については従来の32.0％から30.6％に、平成31年２月21日以降に

開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.0％から30.4％に変更されております。

この税率変更により、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が14,005千円減少し、当第

１四半期累計期間の法人税等調整額（貸方）が14,005千円増加しております。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年２月20日)

当第１四半期会計期間
(平成28年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,487,652 2,125,991

売掛金 1,156,458 2,309,469

商品 8,417,484 7,724,559

未着商品 1,176,257 581,529

貯蔵品 157,156 136,947

その他 1,055,164 1,225,210

貸倒引当金 △2,311 △2,371

流動資産合計 13,447,861 14,101,338

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 9,040,550 9,002,472

土地 2,859,085 2,859,085

その他（純額） 666,623 780,955

有形固定資産合計 12,566,259 12,642,513

無形固定資産 373,052 347,577

投資その他の資産

差入保証金 3,900,361 4,019,389

建設協力金 1,709,871 1,678,703

その他 845,369 854,759

貸倒引当金 △47,524 △45,997

投資その他の資産合計 6,408,078 6,506,855

固定資産合計 19,347,390 19,496,946

資産合計 32,795,252 33,598,284
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年２月20日)

当第１四半期会計期間
(平成28年５月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,115,299 2,899,153

短期借入金 1,500,000 ―

1年内返済予定の長期借入金 1,066,684 1,041,685

未払法人税等 611,837 1,148,092

賞与引当金 609,310 927,946

株主優待引当金 30,055 19,912

その他 2,825,254 3,050,029

流動負債合計 9,758,441 9,086,819

固定負債

長期借入金 1,500,000 1,500,000

株式報酬引当金 44,000 50,000

商品保証引当金 75,592 77,930

資産除去債務 313,240 322,689

その他 670,436 657,709

固定負債合計 2,603,269 2,608,328

負債合計 12,361,710 11,695,148

純資産の部

株主資本

資本金 2,061,356 2,061,356

資本剰余金 2,165,171 2,165,171

利益剰余金 16,559,871 18,017,394

自己株式 △120,387 △120,387

株主資本合計 20,666,011 22,123,534

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △232,469 △220,398

評価・換算差額等合計 △232,469 △220,398

純資産合計 20,433,541 21,903,136

負債純資産合計 32,795,252 33,598,284
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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)
前第１四半期累計期間
(自 平成27年２月21日
　至 平成27年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年２月21日
　至 平成28年５月20日)

売上高 16,121,857 17,383,608

売上原価 8,230,538 8,963,813

売上総利益 7,891,318 8,419,795

販売費及び一般管理費 5,466,906 5,689,149

営業利益 2,424,412 2,730,646

営業外収益

受取利息 12,315 13,204

受取家賃 13,140 20,024

受取補償金 20,018 2,771

その他 4,821 19,272

営業外収益合計 50,295 55,272

営業外費用

支払利息 3,050 2,023

為替差損 2,594 1,264

不動産賃貸原価 8,325 12,475

その他 3,180 4,380

営業外費用合計 17,150 20,144

経常利益 2,457,557 2,765,774

特別損失

固定資産除売却損 3,568 915

災害による損失 7,929 9,422

特別損失合計 11,498 10,338

税引前四半期純利益 2,446,058 2,755,436

法人税、住民税及び事業税 930,000 1,097,000

法人税等調整額 △37,836 △166,453

法人税等合計 892,163 930,546

四半期純利益 1,553,895 1,824,889
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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。

（セグメント情報等）

当社は、自転車小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。



株式会社あさひ(3333) 平成29年２月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

8

４．補足情報

（１）仕入実績

当第１四半期累計期間の仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当事業年度

(自 平成28年２月21日

至 平成28年５月20日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

自転車 6,779,168 116.4

パーツ・アクセサリー 1,176,675 107.6

その他 313,326 114.1

合計 8,269,169 115.0

(注)上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）販売実績

当第１四半期累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目別

当事業年度

(自 平成28年２月21日

至 平成28年５月20日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

自転車 12,922,771 108.8

パーツ・アクセサリー 2,665,051 106.8

ロイヤリティ 60,088 108.5

その他 1,735,697 102.3

合計 17,383,608 107.8

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　 ２ 総販売実績に対する販売割合で10％以上の相手先はありません。


