
 
 
 

 

令和３年５月14日 

各 位 

会 社 名 株式会社アサンテ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長   宮内  征 

（コード番号：6073 東証第一部） 

問 合 せ 先 取締役経営企画部長  中尾 能之 

（電話番号：03-3226-5511） 

 

（訂正）「令和３年３月期 決算補足資料」の一部訂正について 

 

令和３年５月７日に開示いたしました「令和３年３月期 決算補足資料」について、一部記載内

容に誤りがございましたので、下記のとおり訂正いたします。 
 

記 

 

１．訂正の箇所 

６ページ 「営業利益の増減要因」 

材料費、労務費、その他売上原価の令和３年３月期実績数値及び前期比数値 

 

２．訂正の内容 

  訂正箇所には下線を付して表示しております。 

 

（訂正前） 

 



 

（訂正後） 

 

 

 

なお、訂正後の「令和３年３月期 決算補足資料」は添付の通りです。 

以上 



【東証１部 証券コード6073】

令和３年３月期
決算補足資料 令和３年５月７日

＜目次＞

損益実績（前期比）※ Ｐ. 2

損益実績（予想比） Ｐ. 3

サービス別売上高実績（前期比）※ Ｐ. 4

人員数・１人当たり売上高実績（前期比）※ Ｐ. 5

営業利益の増減要因（前期比）※ Ｐ. 6

令和４年３月期 業績予想 Ｐ. 7

※令和３年３月期第２四半期より、連結決算に移行のため、
ご参考として、前年同期（非連結）との比較を記載しております。



将来見通し等に関する注意事項

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。

将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提
にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。



損益実績（前期比）

 売上高 13,872百万円、営業利益 1,602百万円
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(単位：百万円)

（非連結）
令和２/３期

通期

（連結）
令和３/３期

通期
前期比

実績 実績 増減 増減率
売上高 14,432 13,872 △560 △3.9%
売上総利益 10,322 9,709 △613 △5.9%
売上総利益率 71.5％ 70.0％ △1.5pt －

営業利益 2,239 1,602 △636 △28.4%
営業利益率 15.5％ 11.6％ △4.0pt －

経常利益 2,380 1,703 △677 △28.4%
経常利益率 16.5％ 12.3％ △4.2pt －

親会社株主に帰属
する当期純利益 1,580 1,063 △517 △32.7%
当期純利益率 11.0％ 7.7％ △3.3pt －

ＥＰＳ（円） 128.06 89.52 △38.54 △30.1%



損益実績（予想比）
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(単位：百万円)

（連結）令和３/３期 通期

予想 実績 予想比 達成率
売上高 13,762 13,872 109 100.8%
売上総利益 9,521 9,709 187 102.0%
売上総利益率 69.2％ 70.0％ ＋0.8pt －

営業利益 1,338 1,602 263 119.7%
営業利益率 9.7％ 11.6％ ＋1.8pt －

経常利益 1,385 1,703 317 122.9%
経常利益率 10.1％ 12.3％ ＋2.2pt －

親会社株主に帰属
する当期純利益 841 1,063 221 126.3%
当期純利益率 6.1％ 7.7％ ＋1.5pt －

ＥＰＳ（円） 68.18 89.52 21.34 131.3%

 売上高 予想達成率100.8％、営業利益 予想達成率119.7％



サービス別売上高実績（前期比）

（単位：百万円）

（非連結）
令和２/３期

通期

（連結）
令和３/３期

通期
前期比

実績 構成比 実績 構成比 増減 増減率
売上高 14,432 － 13,872 － △560 △3.9%

白蟻防除 5,941 41.2% 5,759 41.5% △181 △3.1%
新規防除 3,049 21.1% 2,916 21.0% △132 △4.4%
更新防除 2,892 20.0% 2,843 20.5% △48 △1.7%

湿気対策 3,233 22.4% 2,922 21.1% △311 △9.6%

地震対策 4,615 32.0% 3,819 27.5% △795 △17.2%

その他 642 4.5% 1,370 9.9% 727 113.2%

 売上高△3.9％
 白蟻防除△3.1％（新規防除△4.4％、更新防除△1.7％）
 湿気対策△9.6％
 地震対策△17.2％

- 4 -



（非連結）
令和２/３期

通期

（連結）
令和３/３期

通期
前期比

実績 実績 増減 増減率
売上高（百万円） 14,432 13,872 △560 △3.9%
うち３サービス 13,790 12,501 △1,288 △9.3％

期中平均人員（人） 985 1,020 35 3.5%
うち３サービス 783 789 6 0.7％

１人当たり売上高
（千円/月） 1,220 1,133 △87 △7.2%

うち３サービス 1,467 1,321 △146 △10.0％

期末人員（人） 962 1,049 87 9.0%
うち３サービス 758 808 50 6.6％

人員数・１人当たり売上高実績（前期比）

 「人員数」：嘱託及び契約社員を含む総従業員数（派遣出向者を除く）
 「３サービス売上高」：白蟻防除、湿気対策、地震対策の合計
 「３サービス人員数」：３サービスに係る営業職、技術職、並びに支店・営業所の事務・管理職の合計
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 期末人員87人（9.0％）増加（うち47人増加は、前期は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、新入社員の入社月を３月から４月へ変更した影響）。



（単位：百万円）
（非連結）
令和２/３期

通期

（連結）
令和３/３期

通期
増減 増減率

売上高 14,432 13,872 △560 △3.9%
売上原価 4,110 4,162 ＋52 ＋1.3%
材料費 1,749 1,756 ＋6 ＋0.4%
労務費 1,432 1,391 △40 △2.8%
その他売上原価 928 1,014 ＋86 ＋9.3%

売上総利益 10,322 9,709 △613 △5.9%
販管費 8,083 8,107 ＋23 ＋0.3%
人件費 5,296 5,306 ＋10 ＋0.2%
求人費 189 150 △38 △20.5%
営業用販促費 425 324 △100 △23.6%
その他販管費 2,173 2,324 ＋151 ＋7.0%

営業利益 2,239 1,602 △636 △28.4%
 「営業用販促費」：販促活動に係る広告宣伝費等

営業利益の増減要因（前期比）
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令和４年３月期 業績予想

 売上高 14,992百万円、営業利益 1,996百万円
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(単位：百万円)

（連結）
令和３/３期

通期

（連結）
令和４/３期

通期
前期比

実績 予想 増減 増減率
売上高 13,872 14,992 1,120 8.1%
売上総利益 9,709 10,459 750 7.7%
売上総利益率 70.0％ 69.8％ △0.2pt －

営業利益 1,602 1,996 394 24.6%
営業利益率 11.6％ 13.3％ ＋1.8pt －

経常利益 1,703 2,016 313 18.4%
経常利益率 12.3％ 13.5％ ＋1.2pt －

親会社株主に帰属
する当期純利益 1,063 1,300 236 22.3%
当期純利益率 7.7％ 8.7％ ＋1.0pt －

ＥＰＳ（円） 89.52 118.58 29.06 32.5%
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