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(百万円未満切捨て)

1. 平成26年２月期第２四半期の業績（平成25年２月21日～平成25年８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 ％

26年２月期第２四半期 24,270 15.7 3,201 5.0 3,234 4.9 1,937 6.9
25年２月期第２四半期 20,976 6.7 3,049 △13.9 3,082 △14.2 1,811 △11.8

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２月期第２四半期 73 85 ─ ─

25年２月期第２四半期 69 05 ─ ─

 (2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年２月期第２四半期 24,085 17,747 73.7

25年２月期 22,304 16,314 73.1

(参考) 自己資本 26年２月期第２四半期 17,747百万円 25年２月期 16,314百万円

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２月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 12 00 12 00

26年２月期 ─ ─ 0 00

26年２月期(予想) ─ ─ 12 00 12 00

3. 平成26年２月期の業績予想（平成25年２月21日～平成26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 43,921 17.1 4,621 15.0 4,646 13.2 2,697 24.2 102 81
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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財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

せん。 

  

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。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「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

※ 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 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 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) 26年２月期２Ｑ 26,240,800株 25年２月期 26,240,800株

② 期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 303株 25年２月期 303株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 26,240,497株 25年２月期２Ｑ 26,240,497株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州の景気低迷や新興国の経済停滞の影響が懸念される

ものの、政府による経済政策への期待感から、円安・株高が進み、企業収益に改善が見られるなど国内景

気回復に明るい兆しが強まってきております。 

このような状況のもと、引き続きＰＢ（プライベートブランド）商品の商品力強化をはかるとともに、

既存商品のモデルチェンジや新商品の積極導入を進めたことにより、幼児向け自転車・折りたたみ自転車

などの販売が好調に推移いたしました。また電動アシスト自転車の販売も引き続き好調に推移しており、

今春よりオープンいたしました電動アシスト自転車取扱い専門店である“緑地電動アシスト館”を含め、

当社の幅広い品揃えと豊富な知識・技術等を有した店舗スタッフなど、電動アシスト自転車の取扱い店舗

としても評価をいただくことができ、販売数の増加にもつなげることができました。 

販売チャネルにおきましては、従来からの大型自転車専門店の直営店を軸とした店舗展開およびＦＣ

（フランチャイズ）店の展開、ならびにインターネット通信販売及び商品供給事業に加え、インターネッ

トと実店舗を融合させた、「ネットで注文・店舗で受取り」のサービスも堅調に推移いたしました。 

新規出店につきましては、東北地域へ１店舗、関東地域へ２店舗、甲信越地域へ３店舗、中部地域へ３

店舗、近畿地域へ３店舗、中国地域へ２店舗、四国地域へ２店舗、九州地域に２店舗の計18店舗を出店す

るとともに、近畿地域の１店舗を建替えいたしました。また、ＦＣ店を中部地域へ１店舗、九州地域へ１

店舗出店いたしました。この結果、当第２四半期会計期間末店舗数は直営店316店舗、ＦＣ店24店舗のあ

わせて340店舗となりました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間における売上高は24,270百万円（前年同四半期比15.7％増）とな

りました。利益面におきましては、営業利益は3,201百万円（前年同四半期比5.0％増）、経常利益は

3,234百万円（前年同四半期比4.9％増）、四半期純利益は1,937百万円（前年同四半期比6.9％増）となり

ました。 

なお、当社は自転車小売事業を行う単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。

  

①資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四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1,781百万円増加し、24,085百万

円となりました。 

流動資産は、前事業年度末と比較して1,259百万円増加し、10,032百万円となりました。これは主に、

現金及び預金の増加1,231百万円、売掛金の増加358百万円、商品の減少132百万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521百万円増加し、14,053百万円となりました。これは主に、新

規出店等に伴う建物の増加290百万円、差入保証金の増加145百万円、建設協力金の増加117百万円等によ

るものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

4/9 ページ0015909682509_000.html

株式会社あさひ (3333)　平成26年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

2



  
（負債） 

当第２四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348百万円増加し、6,338百万円とな

りました。 

流動負債は、前事業年度末と比較して354百万円増加し、5,716百万円となりました。これは主に、未払

法人税等の増加377百万円、未払費用の増加274百万円、為替予約の増加138百万円、役員退職慰労引当金

の減少475百万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６百万円減少し、621百万円となりました。 

（純資産） 

当第２四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1,432百万円増加し、17,747百万

円となりました。これは主に、当第２四半期純利益による増加1,937百万円、剰余金の配当による減少314

百万円等によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末と比較

して1,231百万円増加し、2,615百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は2,775百万円となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益3,191

百万円、減価償却費451百万円、未払費用の増加額274百万円、たな卸資産の減少額118百万円等によるも

のであります。また、主な減少要因は、法人税等の支払額784百万円、役員退職慰労引当金の減少額466百

万円、売上債権の増加額358百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は1,179百万円となりました。これは主に、新規出店に係る有形固定資産

等の取得による支出795百万円、建設協力金の支払による支出209百万円、差入保証金の差入による支出

166百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は365百万円となりました。これは主に、配当金の支払額315百万円による

ものであります。 

  

平成26年２月期の業績予想については、平成25年４月５日付「平成25年２月期 決算短信〔日本基準〕

（非連結）」にて発表いたしました通期の業績予想に変更はございません。 

  

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成25年２月21日以降に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純

利益はそれぞれ6,403千円増加しております。 

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年２月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,510,937 2,742,051

売掛金 838,673 1,197,239

商品 4,819,612 4,687,310

未着商品 550,127 491,639

貯蔵品 105,172 96,631

その他 948,181 817,661

貸倒引当金 △240 △360

流動資産合計 8,772,465 10,032,174

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 5,543,815 5,833,829

土地 2,455,659 2,455,659

その他（純額） 449,660 436,206

有形固定資産合計 8,449,135 8,725,695

無形固定資産 83,484 87,081

投資その他の資産   

差入保証金 2,361,024 2,506,178

建設協力金 1,694,104 1,811,218

その他 956,718 935,635

貸倒引当金 △12,835 △12,595

投資その他の資産合計 4,999,011 5,240,437

固定資産合計 13,531,631 14,053,214

資産合計 22,304,097 24,085,388
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年２月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年８月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,896,521 1,972,232

1年内返済予定の長期借入金 99,996 99,996

未払法人税等 817,795 1,195,047

賞与引当金 412,192 472,826

役員退職慰労引当金 475,467 －

株主優待引当金 15,735 17,316

その他 1,644,646 1,959,325

流動負債合計 5,362,354 5,716,744

固定負債   

長期借入金 266,676 216,678

役員退職慰労引当金 65,186 74,545

資産除去債務 139,442 154,059

その他 156,080 176,080

固定負債合計 627,385 621,363

負債合計 5,989,740 6,338,108

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 11,977,073 13,600,092

自己株式 △268 △268

株主資本合計 16,203,332 17,826,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,147 6,938

繰延ヘッジ損益 106,877 △86,008

評価・換算差額等合計 111,024 △79,070

純資産合計 16,314,356 17,747,280

負債純資産合計 22,304,097 24,085,388
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年８月20日) 

売上高 20,976,491 24,270,861

売上原価 10,118,090 12,098,144

売上総利益 10,858,400 12,172,716

販売費及び一般管理費 7,808,918 8,971,278

営業利益 3,049,481 3,201,437

営業外収益   

受取利息 15,641 19,580

受取配当金 60 60

受取家賃 26,619 26,480

受取補償金 4,099 8,674

その他 23,032 17,038

営業外収益合計 69,452 71,834

営業外費用   

支払利息 2,104 1,616

為替差損 6,934 14,242

不動産賃貸原価 17,463 17,432

その他 10,208 5,468

営業外費用合計 36,710 38,759

経常利益 3,082,223 3,234,512

特別利益   

固定資産売却益 － 1,071

保険解約返戻金 － 38,298

受取補償金 179,023 19,047

移転補償金 23,600 －

特別利益合計 202,623 58,417

特別損失   

災害による損失 170,501 －

固定資産除売却損 13,635 2,798

商品回収等関連損失 － 98,376

特別損失合計 184,137 101,174

税引前四半期純利益 3,100,709 3,191,756

法人税、住民税及び事業税 1,328,000 1,154,000

法人税等調整額 △39,284 99,851

法人税等合計 1,288,715 1,253,851

四半期純利益 1,811,994 1,937,904
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年８月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 3,100,709 3,191,756

減価償却費 401,435 451,984

長期前払費用償却額 9,378 5,862

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,577 △120

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,490 60,633

株主優待引当金の増減額（△は減少） △1,069 1,581

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,602 △466,108

受取利息及び受取配当金 △15,701 △19,640

保険解約損益（△は益） － △38,298

支払利息 2,104 1,616

災害損失 170,501 －

商品回収等関連損失 － 98,376

受取補償金 △179,023 △19,047

移転補償金 △23,600 －

固定資産除売却損益（△は益） 13,635 1,726

売上債権の増減額（△は増加） △305,563 △358,565

たな卸資産の増減額（△は増加） 641,489 118,359

未収入金の増減額（△は増加） △30,148 △31,070

仕入債務の増減額（△は減少） 122,935 75,711

未払消費税等の増減額（△は減少） 121,060 △902

未払金の増減額（△は減少） △79,389 △32,793

未払費用の増減額（△は減少） 273,373 274,978

預り敷金及び保証金の受入による収入 20,000 20,000

その他 48,841 136,659

小計 4,322,485 3,472,699

利息及び配当金の受取額 137 145

利息の支払額 △2,131 △1,655

保険返戻金 － 96,395

商品回収等関連損失の支払額 － △17,405

補償金の受取額 50,000 －

収用補償金の受取額 － 10,247

移転補償金の受取額 23,600 －

法人税等の支払額 △1,101,569 △784,539

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,292,521 2,775,887
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(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年８月20日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △784,544 △795,006

有形固定資産の売却による収入 － 3,809

無形固定資産の取得による支出 △7,184 △15,853

貸付けによる支出 △995 △150

貸付金の回収による収入 701 331

長期前払費用の取得による支出 △5,896 △7,299

差入保証金の差入による支出 △217,374 △166,457

差入保証金の回収による収入 25,419 10,414

建設協力金の支払による支出 △285,800 △209,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,275,674 △1,179,712

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △49,998 △49,998

配当金の支払額 △262,900 △315,065

財務活動によるキャッシュ・フロー △312,898 △365,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,703,948 1,231,111

現金及び現金同等物の期首残高 1,215,098 1,384,731

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,919,047 2,615,843
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該当事項はありません。 

  

当社は、自転車小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四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。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四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。 

 
(注) １ 上記の金額には、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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）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）仕入実績

品目別

当第２四半期累計期間

（自 平成25年２月21日

至 平成25年８月20日）

金額(千円) 前年同四半期比(％)

自転車 9,765,403 128.6

パーツ・アクセサリー 1,878,786 111.7

その他 458,659 115.2

合計 12,102,849 125.1

（２）販売実績

品目別

当第２四半期累計期間

（自 平成25年２月21日

至 平成25年８月20日）

金額(千円) 前年同四半期比(％)

自転車 17,140,165 117.3

パーツ・アクセサリー 4,367,982 110.1

ロイヤリティ 107,503 105.5

その他 2,655,209 115.5

合計 24,270,861 115.7
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