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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年６月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期第１四半期 9,689 6.4 227 470.0 230 309.6 47 －

29年３月期第１四半期 9,106 △2.8 39 △62.3 56 △22.6 △15 －
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 126百万円( －％) 29年３月期第１四半期 △115百万円( －％)
　

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

30年３月期第１四半期 3.37 －

29年３月期第１四半期 △1.10 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

30年３月期第１四半期 50,295 15,115 29.8

29年３月期 50,510 15,134 29.7
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 14,985百万円 29年３月期 15,001百万円
　

　

　

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

29年３月期 － 0.00 － 10.00 10.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 0.00 － － －
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

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30年３月期について、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。

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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) 19,091 5.1 △100 － △121 － △311 － △22.00

通期 46,208 1.7 1,835 △12.7 1,780 △13.2 1,013 △20.6 71.64
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（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

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期１Ｑ 14,180,000株 29年３月期 14,180,000株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 30,258株 29年３月期 29,784株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 14,150,010株 29年３月期１Ｑ 14,151,068株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産・輸出の持ち直し、住宅着工の高水準での推移、設備投

資の堅調な増加等、活発な企業活動が景気の押し上げに貢献いたしました。また、雇用環境のタイト化が賃金の緩

やかな上昇をもたらし、個人消費に持ち直しの兆しが見られる等、今後の緩やかな景気回復を期待させる要素も見

られました。

　物流業界では、燃料単価は横ばいで推移するも、ドライバー不足の状況がさらにひっ迫する等、厳しい経営環境

で推移いたしました。不動産業界では、全国的に空室率の低下・賃料の上昇基調が継続し、堅調に推移いたしまし

た。印刷業界では、婚礼分野については、婚姻数が減少傾向にあり、新聞分野についても、発行部数が減少傾向に

ある等、依然として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。

　この結果、物流事業における建設機械等の取扱量の増加、スポット輸送の増加、および配送センターの取扱店舗

数の増加等により当第１四半期連結累計期間における売上高は9,689百万円（前年同四半期比6.4％増）、営業利益

は227百万円（前年同四半期比470.0％増）、経常利益は230百万円（前年同四半期比309.6％増）、親会社株主に帰

属する四半期純利益は47百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失15百万円）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ215百万円減少し、50,295百万円となり

ました。これは主に、原材料及び貯蔵品が87百万円、繰延税金資産が106百万円、株価の変動等により投資有価証券

が113百万円、退職給付に係る資産が42百万円増加した一方、現金及び預金が231百万円、受取手形及び売掛金が121

百万円、減価償却費等により有形固定資産が242百万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196百万円減少し、35,179百万円となりました。これは主に、短期借入金が

332百万円、流動負債のその他に含まれる未払費用が674百万円、預り金が95百万円増加した一方、支払手形及び買

掛金が275百万円、未払法人税等が418百万円、賞与引当金が285百万円、流動負債のその他に含まれる設備関係支払

手形が113百万円、長期借入金が151百万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、前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、15,115百万円となり、自己資本比率は29.8％となりま

した。これは主に、その他有価証券評価差額金が75百万円増加した一方、利益剰余金が93百万円減少したことによ

るものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年５月12日発表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,790,802 4,559,451

受取手形及び売掛金 5,701,707 5,580,252

電子記録債権 588,736 585,010

商品及び製品 77,249 71,659

仕掛品 42,043 57,701

原材料及び貯蔵品 872,305 959,751

繰延税金資産 286,912 438,537

その他 761,216 811,592

貸倒引当金 △2,368 △2,227

流動資産合計 13,118,605 13,061,731

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,915,392 8,712,756

機械装置及び運搬具（純額） 1,502,299 1,463,552

土地 18,769,334 18,769,334

その他（純額） 1,010,506 1,009,186

有形固定資産合計 30,197,533 29,954,829

無形固定資産

借地権 1,118,526 1,118,526

その他 270,337 254,116

無形固定資産合計 1,388,864 1,372,643

投資その他の資産

投資有価証券 2,594,922 2,708,304

長期貸付金 755,156 744,535

退職給付に係る資産 206,129 248,731

繰延税金資産 537,660 492,495

その他 1,734,344 1,730,409

貸倒引当金 △22,457 △18,518

投資その他の資産合計 5,805,755 5,905,958

固定資産合計 37,392,153 37,233,431

資産合計 50,510,759 50,295,162
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,108,115 3,832,451

短期借入金 6,541,961 6,874,462

1年内償還予定の社債 245,049 182,549

未払法人税等 683,043 264,885

賞与引当金 454,115 168,787

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 1,000 1,000

その他 2,028,029 2,734,668

流動負債合計 14,061,313 14,058,804

固定負債

社債 235,752 205,739

長期借入金 14,326,331 14,174,751

繰延税金負債 5,893 3,562

再評価に係る繰延税金負債 2,542,865 2,542,865

役員退職慰労引当金 1,211,760 1,196,312

退職給付に係る負債 1,516,281 1,535,909

長期預り金 1,018,110 1,017,980

その他 458,387 443,877

固定負債合計 21,315,383 21,121,000

負債合計 35,376,697 35,179,805

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 6,841,624 6,747,835

自己株式 △10,936 △11,150

株主資本合計 9,052,679 8,958,676

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 587,484 662,785

土地再評価差額金 5,391,364 5,391,364

退職給付に係る調整累計額 △30,506 △27,216

その他の包括利益累計額合計 5,948,342 6,026,934

非支配株主持分 133,038 129,745

純資産合計 15,134,061 15,115,357

負債純資産合計 50,510,759 50,295,162
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 9,106,170 9,689,610

売上原価 7,354,732 7,772,824

売上総利益 1,751,437 1,916,785

販売費及び一般管理費

役員報酬 119,368 121,503

給料手当及び賞与 602,190 590,221

賞与引当金繰入額 63,218 61,867

退職給付費用 53,073 24,285

役員退職慰労引当金繰入額 13,730 13,731

その他 860,002 877,999

販売費及び一般管理費合計 1,711,584 1,689,609

営業利益 39,853 227,176

営業外収益

受取利息 6,101 5,749

受取配当金 49,376 39,479

貸倒引当金戻入額 623 141

その他 36,732 17,043

営業外収益合計 92,834 62,414

営業外費用

支払利息 67,633 56,707

社債利息 1,232 791

貸倒引当金繰入額 － 23

その他 7,588 1,712

営業外費用合計 76,453 59,234

経常利益 56,234 230,355

特別利益

固定資産売却益 4,231 －

特別利益合計 4,231 －

特別損失

固定資産除却損 308 310

特別損失合計 308 310

税金等調整前四半期純利益 60,157 230,044

法人税、住民税及び事業税 276,781 326,747

法人税等調整額 △203,496 △144,622

法人税等合計 73,285 182,124

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13,127 47,920

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,480 206

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△15,607 47,713

決算短信（宝印刷） 2017年07月28日 09時33分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



アサガミ株式会社(9311) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

6

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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13,127 47,920

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △106,545 75,301

退職給付に係る調整額 4,599 3,290

その他の包括利益合計 △101,946 78,591

四半期包括利益 △115,074 126,511

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △117,554 126,304

非支配株主に係る四半期包括利益 2,480 206
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（３）四半期連結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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