
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
       

 
       

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

 
   

平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年８月７日

上 場 会 社 名 株式会社朝日ネット 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 3834 URL http://asahi-net.jp/

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 土方 次郎
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営企画室長 (氏名) 中野 功一 (TEL) 03-3569-3835

四半期報告書提出予定日 平成25年８月14日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第１四半期 1,878 6.1 415 24.0 412 21.6 232 14.4
25年３月期第１四半期 1,770 ― 334 ― 338 ― 203 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 231百万円( 327.8％) 25年３月期第１四半期 54百万円( ―％)

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

26年３月期第１四半期 7.28 ―
25年３月期第１四半期 6.37 ―

（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 ％

26年３月期第１四半期 10,692 9,535 89.2
25年３月期 10,668 9,559 89.6

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 9,535百万円 25年３月期 9,559百万円

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

25年３月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 8.50 ― 8.50 17.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 3,680 3.4 770 5.7 750 2.1 450 2.3 14.11
通期 7,600 5.1 1,720 2.3 1,680 58.0 990 81.0 31.05

(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)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸表

の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

   

     

     

 

 
 

 
  

※ 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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（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) 26年３月期１Ｑ 32,485,000株 25年３月期 32,485,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 603,085株 25年３月期 603,085株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 31,881,915株 25年３月期１Ｑ 31,882,899株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示
時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きは終了していません。 
 

※ 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。
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業界の動向 

 ＩＳＰ（インターネット・サービス・プロバイダー）業界におきましては、2013年３月末のＦＴＴＨ

（光ファイバー）の利用者が、2012年12月末に比べて30万件増の2,385万契約に達するなど、引き続き

ＦＴＴＨの利用者増が続いております。また、高速インターネット接続の普及やネットワーク運用コス

トの低減などにより、クラウドサービスの市場が拡大しています。  

  

会員数の状況 

 当第１四半期末のＡＳＡＨＩネットの会員数は535千人(前年同期比16千人増)となりました。  

 第１四半期は、ＦＴＴＨ接続会員数が前年同期比6.0％増の302千人となり、引き続き増加しておりま

す。今後も、法人顧客を中心に積極的に販売を進めてまいります。 

  

クラウド型教育支援システム「マナバ」の状況 

クラウド型教育支援システム「マナバ」は、導入数が増加するとともに教育業界での注目度も高まっ

ています。当第１四半期には新たに国士舘大学、看護研修学校などに導入していただきました。引き続

き順調に契約数が増加しております。 

 また、当社が７月に開催しました「第12回 マナバセミナー」では、136大学から230名を超える方々

にご出席いただきました。セミナーでは、グローバル人材育成、アクティブラーニング、教職課程、入

学前教育、看護教育などの幅広い分野におけるマナバの活用事例が取り上げられました。今後もセミナ

ー等を通じて、効果的かつ先進的な活用事例を取り上げ、「マナバ」の販売機会に繋げてまいります。

 当社は、2007年に「マナバ」を開発、販売を開始して以来、導入数が急速に増加し、現在では約200

の教育機関でご利用いただくまでになりました。また４月には、米国子会社を通じてrSmart社から教育

支援システム事業（Ｓａｋａｉ）を取得しており、米国での教育支援システム事業も本格的にスタート

させました。今後当社は、日米双方の教育支援システム事業のノウハウを活用し、サービス品質の向

上、システムの機能改善を行い、さらなる顧客満足度の向上に繋げていくとともに、収益性と成長性の

バランスを取りながら、持続的な成長を目指してまいります。 

  

収益の状況 

 ＩＳＰ事業におきましては、法人の新規会員獲得を積極的に推進する一方、個人の新規会員獲得につ

きましては、これまで以上に採算性を重視した会員獲得をしたことにより、トータルでの会員獲得コス

トを抑制しながら、新規会員の獲得に努めました。 

 また「マナバ」につきましても、これまでは導入数の拡大に注力してきましたが、今後は製品ライン

ナップを強化して１大学当たりの売上高を増やすことや、営業効率を向上させることで、収益力を高め

てまいります。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 1,878百万円（前年同期比6.1％増）、営業利益

は415百万円（同24.0％増）、経常利益は412百万円（同21.6％増）、四半期純利益は232百万円（同

14.4％増）となりました。  

  

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
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資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりであります。 

（総資産） 

総資産は、前連結会計年度末より24百万円増加の10,692百万円となりました。なお、有価証券はすべ

て元本毀損リスクの極めて低い譲渡性預金等であります。 

（負債） 

負債は、前連結会計年度末より48百万円増加の1,156百万円となりました。 

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末より23百万円減少の9,535百万円となりました。これは主に期末配当金

の支払いによるものです。 

  

連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表した連結業績予想から修正は行っていませ

ん。 

  

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,209,527 1,699,188

売掛金 1,407,157 1,323,036

有価証券 3,500,797 4,901,033

その他 108,623 84,746

貸倒引当金 △6,820 △7,337

流動資産合計 8,219,285 8,000,667

固定資産   

有形固定資産 165,226 196,662

無形固定資産 208,011 359,364

投資その他の資産   

投資有価証券 1,573,464 1,628,641

繰延税金資産 131,270 136,573

その他 371,034 370,667

貸倒引当金 △42 △42

投資その他の資産合計 2,075,727 2,135,839

固定資産合計 2,448,965 2,691,866

資産合計 10,668,250 10,692,534

負債の部   

流動負債   

買掛金 304,126 288,378

未払金 410,972 492,036

未払法人税等 318,300 141,420

本社移転費用引当金 7,131 7,131

その他 64,207 221,464

流動負債合計 1,104,738 1,150,432

固定負債 3,701 6,168

負債合計 1,108,439 1,156,600

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,480 630,480

資本剰余金 780,808 780,808

利益剰余金 7,567,952 7,545,112

自己株式 △170,131 △170,131

株主資本合計 8,809,110 8,786,270

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 754,563 737,543

為替換算調整勘定 △3,862 12,119

その他の包括利益累計額合計 750,700 749,662

純資産合計 9,559,811 9,535,933

負債純資産合計 10,668,250 10,692,534
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,770,664 1,878,648

売上原価 915,527 995,317

売上総利益 855,137 883,330

販売費及び一般管理費 520,332 468,232

営業利益 334,804 415,098

営業外収益   

受取利息 2,309 1,945

受取配当金 1,000 2,000

不動産賃貸料 － 1,143

その他 688 836

営業外収益合計 3,997 5,925

営業外費用   

持分法による投資損失 － 7,913

不動産賃貸費用 － 741

その他 － 355

営業外費用合計 － 9,010

経常利益 338,802 412,012

特別損失   

店舗閉鎖損失 － 11,817

特別損失合計 － 11,817

税金等調整前四半期純利益 338,802 400,194

法人税等 135,734 167,979

少数株主損益調整前四半期純利益 203,068 232,215

四半期純利益 203,068 232,215
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 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 203,068 232,215

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △146,007 △17,020

為替換算調整勘定 △3,015 15,982

その他の包括利益合計 △149,023 △1,037

四半期包括利益 54,045 231,177

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 54,045 231,177
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（継続企業の前提に関する注記事項） 

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

  （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

４．補足情報

（１）販売の状況

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日) 前年同期比(％)

区分 金額(千円) 金額(千円)

ＩＳＰ事業 1,730,724 1,851,043 107.0

  インターネット接続サービス 1,457,359 1,490,218 102.3

  インターネット関連サービス 273,364 360,824 132.0

その他 39,940 27,604 69.1

合計 1,770,664 1,878,648 106.1

－7－

㈱朝日ネット(3834) 平成26年3月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）




