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(百万円未満切捨て)

１．2021年２月期第３四半期の業績（2020年２月21日～2020年11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 ％

2021年２月期第３四半期 54,667 13.0 6,881 50.9 7,217 52.2 4,848 54.9

2020年２月期第３四半期 48,392 4.1 4,561 △1.8 4,743 0.4 3,129 0.0
　

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

2021年２月期第３四半期 185.93 ―

2020年２月期第３四半期 119.94 ―

　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年２月期第３四半期 45,337 32,569 71.8

2020年２月期 37,949 28,220 74.4

(参考) 自己資本 2021年２月期第３四半期 32,569 百万円 2020年２月期 28,220 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

2020年２月期 ― 0.00 ― 18.00 18.00

2021年２月期 ― 0.00 ―

2021年２月期(予想) 28.00 28.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

　 配当予想の修正については、本日(2020年12月25日)公表いたしました「配当予想の修正に関するお知らせ」を

　 ご覧ください。

　

３．2021年２月期の業績予想（2020年２月21日～2021年２月20日）

(％表示は、対前期増減率)

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

通期 66,000 10.3 6,000 49.8 6,170 45.3 3,673 43.5 140.79

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

　



※ 注記事項

（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

　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

（３）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) 2021年２月期３Ｑ 26,240,800株 2020年２月期 26,240,800株

② 期末自己株式数 2021年２月期３Ｑ 161,940株 2020年２月期 161,940株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期３Ｑ 26,078,860株 2020年２月期３Ｑ 26,091,407株

(注) 当社は、2014年６月19日より「役員報酬BIP信託」を導入しております。

期末自己株式数には、当該信託が所有する当社株式(2021年２月期３Ｑ 161,590株、2020年２月期 161,590株)を

含めております。また、当該信託が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含め

ております(2021年２月期３Ｑ 161,590株、2020年２月期３Ｑ 149,043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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化により予想数値と異なる場合があります。

なお、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、四半期決算短信（添付

資料）３ページ「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３四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の流行により、経済活動が制限され、企業

活動や個人消費が鈍化しました。５月下旬の緊急事態宣言解除後は、緩やかに経済活動が再開され回復の兆しが見えて

きましたが、感染再拡大により終息時期の見通しが立たず、景気の先行きは依然として不透明な状態で推移しました。

　このような状況のもと、自転車は社会的に「密」を避けて行動できる移動手段として注目され、通勤・通学など人々

の日常生活での活用機会が増えたことや、運動不足の解消など健康志向の高まりにより需要が増加しました。

　当社におきましては、例年来客数が最多となる４月度に、政府による緊急事態宣言が発出され、自主休業や営業時間

を短縮したことで第１四半期の売上高は前年を下回りましたが、緊急事態宣言が解除された６月度から全店通常営業に

切り替え、来客数が増加し、第２四半期におきましては第１四半期での未達額以上の増収を確保することができまし

た。また、第３四半期もこの傾向が続いており、販売は好調に推移しました。品目別では、スポーツサイクルや電動ア

シスト自転車といった快適性を追求した商品や、近所での外遊び目的としての子供用自転車などが大きく伸長しまし

た。

　新製品では、プライベートブランドの電動アシスト自転車「オフィスプレスe」を10月下旬に発売しました。本製品

は、通勤手段を公共交通機関から自転車へ変更する方が増加しているなか、より快適に通勤していただけるように便利

な装備を充実させております。また、スーツ姿のフォーマル感を損なわないスタイリッシュなデザインが評価され、

2020年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。

　店舗展開につきましては、関東地域に９店舗、近畿地域に１店舗を出店し、九州地域の１店舗を退店しました。この

結果、当第３四半期会計期間末の店舗数は、直営店467店舗、FC店19店舗のあわせて486店となりました。なお、店舗数

にはリニューアルに伴う一時閉店中の店舗が含まれております。

　これらの結果、当第３四半期累計期間における売上高は54,667,072千円（前年同四半期比13.0％増）となりました。

また、営業利益は6,881,133千円（前年同四半期比50.9％増）、経常利益は7,217,934千円（前年同四半期比52.2％増）、

四半期純利益は4,848,795千円（前年同四半期比54.9％増）となりました。

　なお、当社の事業は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

①資産

当第３四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7,387,805千円増加し、45,337,730千円となりま

した。

流動資産は、前事業年度末と比較して7,075,513千円増加し、24,857,547千円となりました。これは主に、現金及び預

金の増加7,435,969千円、未着商品の増加340,122千円、商品の減少977,544千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312,292千円増加し、20,480,183千円となりました。これは主に、差入保証金の

増加79,702千円、繰延税金資産の増加286,280千円等によるものであります。

②負債

当第３四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3,038,035千円増加し、12,767,738千円となりまし

た。

流動負債は、前事業年度末と比較して3,002,924千円増加し、11,678,619千円となりました。これは主に、買掛金の増

加659,865千円、未払法人税等の増加1,072,059千円、未払消費税等の増加833,822千円、賞与引当金の増加518,312千円、

１年内返済予定の長期借入金の減少187,500千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35,110千円増加し、1,089,119千円となりました。これは主に、株式報酬引当金

の増加18,000千円、資産除去債務の増加18,405千円等によるものであります。

③純資産

当第３四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4,349,770千円増加し、32,569,992千円となりま

した。これは主に、当第３四半期純利益による増加4,848,795千円、剰余金の配当による減少472,328千円等によるもの

であります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年２月期の業績予想については、2020年９月28日の「第２四半期業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修

正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年２月20日)

当第３四半期会計期間
(2020年11月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,946,764 10,382,733

売掛金 2,482,371 2,713,519

商品 10,905,782 9,928,237

未着商品 480,311 820,433

貯蔵品 91,022 79,589

その他 876,743 933,993

貸倒引当金 △960 △960

流動資産合計 17,782,034 24,857,547

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 8,227,665 8,032,835

土地 3,089,742 3,089,742

その他（純額） 804,380 1,045,131

有形固定資産合計 12,121,788 12,167,709

無形固定資産 412,999 449,447

投資その他の資産

差入保証金 4,918,357 4,998,059

建設協力金 1,204,698 1,109,268

その他 1,516,732 1,761,662

貸倒引当金 △6,685 △5,965

投資その他の資産合計 7,633,102 7,863,025

固定資産合計 20,167,890 20,480,183

資産合計 37,949,925 45,337,730
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年２月20日)

当第３四半期会計期間
(2020年11月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,632,348 4,292,213

1年内返済予定の長期借入金 187,500 ―

未払法人税等 914,626 1,986,685

賞与引当金 810,455 1,328,767

株主優待引当金 117,452 44,422

商品保証引当金 73,166 77,070

その他 2,940,147 3,949,461

流動負債合計 8,675,694 11,678,619

固定負債

株式報酬引当金 124,000 142,000

商品保証引当金 23,437 22,724

資産除去債務 576,166 594,572

その他 330,404 329,822

固定負債合計 1,054,008 1,089,119

負債合計 9,729,703 12,767,738

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 24,121,502 28,497,969

自己株式 △230,703 △230,703

株主資本合計 28,117,326 32,493,793

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 102,895 76,198

評価・換算差額等合計 102,895 76,198

純資産合計 28,220,222 32,569,992

負債純資産合計 37,949,925 45,337,730

　



株式会社あさひ(3333) 2021年２月期 第３四半期決算短信[日本基準](非連結)

6

（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年２月21日
　至 2019年11月20日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年２月21日
　至 2020年11月20日)

売上高 48,392,436 54,667,072

売上原価 23,980,860 26,973,564

売上総利益 24,411,575 27,693,508

販売費及び一般管理費 19,850,450 20,812,374

営業利益 4,561,125 6,881,133

営業外収益

受取利息 38,757 36,932

受取家賃 72,080 80,911

受取補償金 39,133 181,237

その他 107,300 113,838

営業外収益合計 257,272 412,919

営業外費用

支払利息 502 214

不動産賃貸原価 58,398 66,308

その他 16,182 9,596

営業外費用合計 75,082 76,119

経常利益 4,743,315 7,217,934

特別損失

固定資産除売却損 9,234 13,040

減損損失 27,979 26,663

特別損失合計 37,214 39,703

税引前四半期純利益 4,706,101 7,178,231

法人税、住民税及び事業税 1,801,901 2,604,000

法人税等調整額 △225,137 △274,564

法人税等合計 1,576,764 2,329,435

四半期純利益 3,129,336 4,848,795
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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）

当社の事業は、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。
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３．補足情報

（１）仕入実績

当第３四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

当第３四半期累計期間

(自 2020年２月21日

至 2020年11月20日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

自転車 21,871,026 115.1

パーツ・アクセサリー 3,683,850 110.1

その他 539,244 107.6

合計 26,094,121 114.2

(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３四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

当第３四半期累計期間

(自 2020年２月21日

至 2020年11月20日)

金額(千円) 前年同四半期比(％)

自転車 39,146,522 113.5

パーツ・アクセサリー 9,356,283 106.9

ロイヤリティ 121,971 95.7

その他 6,042,293 119.9

合計 54,667,072 113.0

　 (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。

　


