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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等
　

回次
第37期

第１四半期
累計期間

第38期
第１四半期
累計期間

第37期

会計期間
自  平成23年２月21日
至  平成23年５月20日

自  平成24年２月21日
至  平成24年５月20日

自  平成23年２月21日
至  平成24年２月20日

売上高 (千円) 11,070,137 11,548,056 35,253,992

経常利益 (千円) 2,337,273 1,951,204 4,496,070

四半期(当期)純利益 (千円) 1,345,712 1,149,805 2,409,920

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 2,061,356 2,061,356 2,061,356

発行済株式総数 (株) 26,240,800 26,240,800 26,240,800

純資産額 (千円) 13,224,961 15,119,711 14,302,969

総資産額 (千円) 19,231,976 21,762,585 19,928,389

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 51.28 43.82 91.84

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 10.00

自己資本比率 (％) 68.8 69.5 71.8

(注)　１　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在していないため、記載し

ておりません。

５　「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　会計方針の変更等（売上高の会計処理の変更）」に記載のとお

り、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました各都道府県の防犯登録管理団体への登録料の支払

いについて、当第１四半期会計期間より売上高から控除する方法に変更を行ったため、当該変更を反映し

た遡及適用後の数値を記載しております。

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容に重要な変

更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについては重要な変更はありません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社の売上高は、入学・入社シーズンが重なる春が最需要期となるため、第１四半期会計期間の売上高が

他の四半期会計期間に比べて多くなり、業績の季節的変動があります。

(1) 業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、景気が緩やかに持ち直しつつあるものの、欧州債務危機な

どを背景とした海外景気の下振れリスクや円高の長期化、国内産業の停滞で消費に与える要素もあり、先行

きは不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社におきましては、東日本大震災の影響で一時的に販売数量が大きく伸びた前

年に比べ、販売数量の伸び率は下回ったものの、引続きＰＢ（プライベートブランド）の商品力強化と販売

促進活動及びテレビＣＭなどのメディア展開を積極的に行なった結果、販売数量・来客数ともに増加基調

で推移いたしました。

販売チャネルにおいても、大型自転車専門店の直営を軸に、ＦＣ(フランチャイズ)の展開、インターネッ

ト通信販売及び商品供給事業、という多様な方式を組み合わせることによりあらゆる顧客ニーズに対応す

ることができました。

新規出店につきましては、北海道地域へ１店舗、東北地域へ１店舗、関東地域へ４店舗、中部地域へ３店

舗、近畿地域へ２店舗、九州地域へ２店舗の計13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店を近畿地域へ１店舗出店しております。この結果、当第１四半期会計期間末店舗数は

直営店269店舗、ＦＣ店20店舗のあわせて289店舗となりました。

これらの結果、当第１四半期累計期間における売上高は11,548百万円（前年同四半期比4.3％増）となり

ました。一方で、販売費及び一般管理費は人員の増加、店舗数の増加により3,983百万円(前年同四半期比

20.5％増)と売上高の増加率を上回り、営業利益は、1,935百万円（前年同四半期比16.4％減）、経常利益は

1,951百万円（前年同四半期比16.5％減）、四半期純利益は1,149百万円（前年同四半期比14.6％減）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。

（注）前年同四半期比は、会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。
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(2) 財政状態の分析

①資産

当第１四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1,834百万円増加し、21,762百万円

となりました。

流動資産は、前事業年度末と比較して1,435百万円増加し、9,318百万円となりました。これは主に、現金及

び預金の増加1,003百万円、売掛金の増加738百万円、商品の減少499百万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398百万円増加し、12,443百万円となりました。これは主に、新規出

店等に伴う建物の増加246百万円、建設協力金の増加100百万円、差入保証金の増加93百万円等によるもので

あります。

②負債

当第１四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1,017百万円増加し、6,642百万円とな

りました。

流動負債は、前事業年度末と比較して1,013百万円増加し、5,809百万円となりました。これは主に、買掛金

の増加632百万円、賞与引当金の増加197百万円、未払費用の増加166百万円、未払消費税等の増加124百万円、

未払法人税等の減少243百万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4百万円増加し、833百万円となりました。

③純資産

当第１四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816百万円増加し、15,119百万円と

なりました。これは主に、当第１四半期純利益による増加1,149百万円、剰余金の配当による減少262百万円

等によるものであります。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　

(4) 研究開発活動

特に記載すべき事項はありません。

　

(5) 従業員数

当第１四半期累計期間において、当社の従業員数は90名増加し、963名となりました。これは主に業容拡大

に伴う採用によるものであります。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 96,243,200

計 96,243,200

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年５月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年７月２日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 26,240,800 26,240,800
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 26,240,800 26,240,800 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年２月21日～
平成24年５月20日

─ 26,240,800 ─ 2,061,356 ─ 2,165,171
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載する

ことができませんので、直前の基準日である平成24年２月20日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成24年２月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 300

― ―

完全議決権株式(その他)
 普通株式 

26,237,400
262,374

株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

単元未満株式 普通株式 3,100 ― 同上

発行済株式総数
 普通株式 

26,240,800
― ―

総株主の議決権 ― 262,374 ―

(注) １　完全議決権株式（その他）における普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株式1,400株（議決権個数14

個）が含まれております。

２　単元未満株式における普通株式には、当社所有の自己株式が３株含まれております。

② 【自己株式等】

平成24年２月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社あさひ

大阪市都島区
高倉町三丁目11番４号

300 ― 300 0.00

計 ― 300 ― 300 0.00

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第63号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成24年２月21日か

ら平成24年５月20日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年２月21日から平成24年５月20日まで）に係

る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

みて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程

度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準 0.7％

売上高基準 0.1％

利益基準 △0.3％

利益剰余金基準 △0.1％
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１【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24年２月20日)

当第１四半期会計期間
(平成24年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,341,301 2,345,269

売掛金 656,160 1,394,636

商品 4,670,077 4,170,736

未着商品 505,706 415,449

貯蔵品 109,201 70,926

その他 602,548 922,855

貸倒引当金 △1,638 △960

流動資産合計 7,883,358 9,318,913

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 4,765,939 5,012,128

土地 2,273,488 2,455,659

その他（純額） 471,567 423,261

有形固定資産合計 7,510,995 7,891,049

無形固定資産 87,745 84,993

投資その他の資産

差入保証金 2,084,570 2,178,508

建設協力金 1,319,507 1,420,394

その他 1,060,346 881,019

貸倒引当金 △18,134 △12,295

投資その他の資産合計 4,446,290 4,467,627

固定資産合計 12,045,030 12,443,671

資産合計 19,928,389 21,762,585
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年２月20日)

当第１四半期会計期間
(平成24年５月20日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,710,056 2,342,526

1年内返済予定の長期借入金 99,996 99,996

未払法人税等 1,142,865 898,898

賞与引当金 371,757 569,253

株主優待引当金 15,591 8,773

その他 1,456,318 1,890,346

流動負債合計 4,796,585 5,809,794

固定負債

長期借入金 366,672 341,673

役員退職慰労引当金 215,308 221,536

資産除去債務 109,173 113,790

その他 137,680 156,080

固定負債合計 828,834 833,079

負債合計 5,625,419 6,642,873

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 10,067,949 10,955,349

自己株式 △268 △268

株主資本合計 14,294,207 15,181,608

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,255 3,372

繰延ヘッジ損益 5,505 △65,269

評価・換算差額等合計 8,761 △61,896

純資産合計 14,302,969 15,119,711

負債純資産合計 19,928,389 21,762,585
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成23年２月21日
　至 平成23年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年２月21日
　至 平成24年５月20日)

売上高 ※1
 11,070,137

※1
 11,548,056

売上原価 5,446,493 5,628,756

売上総利益 5,623,643 5,919,300

販売費及び一般管理費 3,307,073 3,983,509

営業利益 2,316,570 1,935,790

営業外収益

受取利息 5,844 7,389

受取配当金 60 60

受取家賃 11,691 13,182

受取補償金 5,006 3,361

その他 6,887 10,173

営業外収益合計 29,491 34,167

営業外費用

支払利息 － 1,070

為替差損 1,320 6,858

不動産賃貸原価 5,350 8,384

その他 2,116 2,439

営業外費用合計 8,787 18,753

経常利益 2,337,273 1,951,204

特別損失

固定資産除売却損 ※2
 446

※2
 1,912

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 31,856 －

特別損失合計 32,303 1,912

税引前四半期純利益 2,304,970 1,949,292

法人税、住民税及び事業税 1,066,000 875,000

法人税等調整額 △106,741 △75,512

法人税等合計 959,258 799,487

四半期純利益 1,345,712 1,149,805
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【会計方針の変更等】

当第１四半期累計期間
(自  平成24年２月21日  至  平成24年５月20日)

(売上高の会計処理の変更)

従来、防犯登録に係る手数料は自転車販売に付随する収入として売上に計上し、各都道府県の防犯登録管理団体

への登録料の支払いについては販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、当第１四半期会計期間より

登録料の支払金額につきまして売上高から控除する方法に変更いたしました。

　これは、各都道府県の防犯登録管理団体への支払いはお客様が負担する登録料としての性質が認められることか

ら、お客様からの受領額から当該登録料を控除した差額を防犯登録の取扱手数料として売上高に計上することが、

取引の実態をより適正に表すことから変更を行ったものであります。

　当該会計方針の変更は遡及適用され、前第１四半期累計期間及び前事業年度については遡及適用後の四半期財務

諸表及び財務諸表となっております。

　この結果、遡及適用を行う前と比べ、前第１四半期累計期間の売上高、売上総利益、販売費及び一般管理費が、それ

ぞれ92,232千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。

　

【追加情報】

当第１四半期累計期間
(自　平成24年２月21日　至　平成24年５月20日)

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

前第１四半期累計期間
(自　平成23年２月21日
至　平成23年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年２月21日
至　平成24年５月20日)

※１　当社の売上高は、入学・入社シーズンが重なる春が

最需要期となるため、第１四半期会計期間の売上高

が他の四半期会計期間に比べて多くなり、業績の季

節的変動があります。
 

※２　固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

建物除却損 386千円

構築物除却損 44千円

車両運搬具除却損 6千円

工具器具備品除却損 9千円

　合計 446千円

※１　　　　　　　　　同左　

 

 
 

※２　固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

建物除却損 1,912千円

　合計 1,912千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は次のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
(自　平成23年２月21日
至　平成23年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年２月21日
至　平成24年５月20日)

減価償却費 138,138千円 191,301千円
　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間（自　平成23年２月21日　至　平成23年５月20日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月14日
定時株主総会

普通株式 209,923 8 平成23年２月20日 平成23年５月16日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

      　該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間（自　平成24年２月21日　至　平成24年５月20日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月12日
定時株主総会

普通株式 262,404 10平成24年２月20日 平成24年５月14日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末

日後となるもの

      　該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

前第１四半期累計期間
(自　平成23年２月21日
至　平成23年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年２月21日
至　平成24年５月20日)

　当社は関連会社がありませんので、該当事項はありま

せん。
 

同左

　

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自　平成23年２月21日　至　平成23年５月20日）及び当第１四半期累計期間（自　

平成24年２月21日　至　平成24年５月20日）

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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間
(自　平成23年２月21日
至　平成23年５月20日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年２月21日
至　平成24年５月20日)

１株当たり四半期純利益金額 51円28銭 43円82銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益(千円) 1,345,712 1,149,805

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る四半期純利益(千円) 1,345,712 1,149,805

普通株式の期中平均株式数(株) 26,240,497 26,240,497

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成24年７月２日

株式会社あさひ

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    浅    井    愁    星    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    桂    木       茂 　    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社あさひの平成24年２月21日から平成25年２月20日までの第38期事業年度の第１四半期会計期間(平成24

年２月21日から平成24年５月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成24年２月21日から平成24年５月20日ま
で)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビュー
を行った。

　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社あさひの平成24年５月20日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて
の重要な点において認められなかった。

　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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