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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年９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 ％

2020年３月期第２四半期 18,727 0.5 86 － 142 － △1 －

2019年３月期第２四半期 18,637 △3.7 △215 － △211 － △396 －
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 △34百万円( －％) 2019年３月期第２四半期 △178百万円( －％)
　

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

2020年３月期第２四半期 △1.29 －

2019年３月期第２四半期 △280.00 －

（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 ％

2020年３月期第２四半期 51,561 16,409 31.6

2019年３月期 48,990 16,617 33.6
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 16,279百万円 2019年３月期 16,483百万円
　

　

　

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

2019年３月期 － 0.00 － 120.00 120.00

2020年３月期 － 0.00

2020年３月期(予想) － － －

(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、2020年３月期について、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。

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 45,750 △0.2 1,560 △5.2 1,573 △3.0 849 △9.6 600.69
(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) 2020年３月期２Ｑ 1,418,000株 2019年３月期 1,418,000株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 3,167株 2019年３月期 3,167株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 1,414,833株 2019年３月期２Ｑ 1,414,833株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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）３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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出を中心に弱さが見られるものの、雇用情勢の着実な改善

を背景に、緩やかな回復傾向が継続いたしました。しかし、米中間や日韓間における貿易摩擦の激化や中東情勢の

緊迫化等の不確実な影響により、今後の見通しは不透明な状況となっております。

　物流業界では、ドライバーの有効求人倍率が高水準を維持していることから、全体としては厳しい経営環境で推

移いたしました。不動産業界では、首都圏における大型物流施設の空室率が低下し、オフィスとともに、賃料上昇

傾向が継続いたしました。印刷業界では、婚礼分野における婚姻数が減少傾向にある中、令和時代の幕開けによる

一時的な増加が見られました。また、新聞分野における発行部数の減少傾向も継続しており、依然として厳しい状

況が続きました。

　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、取り組みを行ってまいりました。

　この結果、物流事業における新規荷主の獲得や、鋼材関連の輸送量増加および建設機械の国内向け輸送量増加等

があるも、印刷事業における婚礼印刷の受注件数減少等により、当第２四半期連結累計期間における売上高は

18,727百万円（前年同四半期比0.5％増）、自社が保有する機械装置及び運搬具の効率活用による外注費の軽減、退

職給付制度移行に伴う退職給付費用の減少等による人件費の減少および経年による償却負担の減少等により営業利

益は86百万円（前年同四半期は営業損失215百万円）、経常利益は142百万円（前年同四半期は経常損失211百万

円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は1百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失396百万

円）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第２四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2,570百万円増加し、51,561百万円と

なりました。これは主に、受取手形及び売掛金が248百万円、原材料及び貯蔵品が1,979百万円、流動資産のその他

に含まれる前渡金が354百万円、ソフトウエアの導入等により無形固定資産が177百万円、繰延税金資産が270百万円

増加した一方、電子記録債権が466百万円、減価償却等により有形固定資産が142百万円減少したことによるもので

あります。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,778百万円増加し、35,151百万円と

なりました。これは主に、短期借入金が3,061百万円、流動負債のその他に含まれる未払金が357百万円、長期借入

金が217百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が265百万円、未払法人税等が123百万円、固定負債のその他に含

まれる長期未払金が138百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ207百万円減少し、16,409百万円と

なり、自己資本比率は31.6％となりました。これは主に、配当金の支払等により利益剰余金が171百万円減少したこ

とによるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　１.2020年３月期第２四半期連結業績予想と実績との差異

　 （2019年４月１日～2019年９月30日）

（単位：百万円）

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

１ 株 当 た り
四 半 期 純 利 益

前回発表予想(Ａ) 18,516 △283 △251 △257
円 銭

△182.20

実 績(Ｂ) 18,727 86 142 △1 △1.29

増 減 額 ( Ｂ - Ａ ) 210 370 394 255 ―

増 減 率 （ ％ ） 1.1 ― ― ― ―

（ご参考）
前期第２四半期実績

（2019年３月期第２四半期）
18,637 △215 △211 △396 △280.00

　

　２.差異の理由

　当第２四半期の業績は主に車両・荷役機械における修繕計画および代替時期の見直し等に伴う修繕費および減価償

却費の減少、人件費の減少および燃料価格の低下に伴う燃料費の減少等により、2019年５月15日発表の第２四半期連

結業績予想との営業利益以下の各段階利益について、上記の通り差異が生じました。

　なお、2020年３月期通期連結業績予想につきましては、2019年５月15日に発表いたしました業績予想からの変更は

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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,322,287 5,272,731

受取手形及び売掛金 5,817,470 6,066,086

電子記録債権 555,601 89,078

商品及び製品 58,476 61,669

仕掛品 32,432 81,699

原材料及び貯蔵品 1,172,573 3,152,049

その他 752,651 1,330,307

貸倒引当金 △2,405 △2,732

流動資産合計 13,709,087 16,050,889

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,595,026 7,358,074

機械装置及び運搬具（純額） 1,351,938 1,162,233

土地 18,284,874 18,284,874

その他（純額） 1,252,366 1,536,439

有形固定資産合計 28,484,207 28,341,622

無形固定資産

借地権 1,118,526 1,113,556

その他 311,084 493,725

無形固定資産合計 1,429,610 1,607,281

投資その他の資産

投資有価証券 1,861,026 1,818,402

長期貸付金 691,872 662,639

繰延税金資産 979,464 1,249,712

退職給付に係る資産 74,027 74,186

その他 1,779,661 1,775,378

貸倒引当金 △18,009 △18,597

投資その他の資産合計 5,368,043 5,561,722

固定資産合計 35,281,862 35,510,626

資産合計 48,990,949 51,561,516
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,962,516 3,697,310

短期借入金 6,675,712 9,737,348

1年内償還予定の社債 115,702 55,677

未払法人税等 520,379 396,502

賞与引当金 445,395 440,420

その他 2,407,353 2,520,000

流動負債合計 14,127,059 16,847,259

固定負債

長期借入金 11,542,572 11,760,042

繰延税金負債 7,583 8,671

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 1,317,788 1,262,897

退職給付に係る負債 1,620,326 1,654,317

長期預り金 769,859 782,791

その他 445,202 292,922

固定負債合計 18,246,198 18,304,508

負債合計 32,373,257 35,151,767

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 8,305,354 8,133,748

自己株式 △11,830 △11,830

株主資本合計 10,515,515 10,343,909

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 394,081 359,205

土地再評価差額金 5,573,222 5,573,222

退職給付に係る調整累計額 234 3,603

その他の包括利益累計額合計 5,967,538 5,936,031

非支配株主持分 134,638 129,808

純資産合計 16,617,692 16,409,748

負債純資産合計 48,990,949 51,561,516
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 18,637,664 18,727,125

売上原価 15,266,454 15,164,849

売上総利益 3,371,209 3,562,275

販売費及び一般管理費

役員報酬 254,439 244,328

給料手当及び賞与 1,176,266 1,126,143

賞与引当金繰入額 150,383 144,832

退職給付費用 65,499 49,022

役員退職慰労引当金繰入額 29,113 30,276

貸倒引当金繰入額 － 901

その他 1,911,486 1,879,946

販売費及び一般管理費合計 3,587,187 3,475,452

営業利益又は営業損失（△） △215,978 86,823

営業外収益

受取利息 10,817 10,220

受取配当金 40,439 40,900

貸倒引当金戻入額 1,470 －

受取賞品 30,291 56,029

業務受託手数料 3,000 －

その他 27,354 37,683

営業外収益合計 113,374 144,833

営業外費用

支払利息 101,146 80,826

社債利息 882 402

貸倒引当金繰入額 － 14

その他 7,132 7,451

営業外費用合計 109,161 88,695

経常利益又は経常損失（△） △211,766 142,961

特別利益

固定資産売却益 4,050 8,105

特別利益合計 4,050 8,105

特別損失

退職給付制度改定損 180,152 －

固定資産除却損 5,899 6,699

特別損失合計 186,052 6,699

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（△）

△393,767 144,367

法人税、住民税及び事業税 384,315 402,780

法人税等調整額 △381,817 △255,256

法人税等合計 2,498 147,524

四半期純損失（△） △396,265 △3,156

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △116 △1,330

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △396,148 △1,826
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純損失（△） △396,265 △3,156

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 212,746 △34,876

退職給付に係る調整額 5,305 3,368

その他の包括利益合計 218,052 △31,507

四半期包括利益 △178,213 △34,664

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △178,096 △33,333

非支配株主に係る四半期包括利益 △116 △1,330

決算短信（宝印刷） 2019年10月24日 10時57分 9ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



アサガミ株式会社(9311) 2020年３月期 第２四半期決算短信

8

（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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