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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】

　

回次
第41期

第２四半期累計期間
第40期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 6,987,820 12,079,070

経常利益 (千円) 1,678,833 2,135,735

四半期(当期)純利益 (千円) 1,050,283 1,205,653

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) － －

資本金 (千円) 1,113,255 1,100,025

発行済株式総数 (株) 12,054,200 11,966,000

純資産額 (千円) 7,783,432 6,994,595

総資産額 (千円) 11,598,980 10,643,927

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 87.42 114.42

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 85.74 108.20

１株当たり配当額 (円) － 20.00

自己資本比率 (％) 67.1 65.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 968,930 1,060,639

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 180,301 △73,271

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △279,879 615,252

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,429,366 3,560,013

　

回次
第41期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 49.41

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．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。

３．第40期第２四半期累計期間は四半期財務諸表を作成していないため、第40期第２四半期累計期間に係る経営

指標等については記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第２四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つい
て、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

該当事項はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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ありません。

　

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】

前第２四半期累計期間は四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較情報
については記載しておりません。
　
(1)業績の状況

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、経済・金融政策の効果もあり円安・株高が進行したこ
と等により、景気は穏やかな回復に向かいました。また、雇用情勢は改善基調が続き、個人消費につい
ても底堅く推移いたしました。
当業界におきましては、東日本大震災以来、自然災害に対する既存家屋の保全意識は依然として高

く、当社事業にとってプラスの影響を及ぼしております。
このような状況下において、当社は平成25年３月の東京証券取引所市場第二部上場を機に、当社並び

に当社のサービスに対する認知度をより向上させるべく、積極的に広報・販促活動を推進いたしまし
た。一方、急激な労働需給関係の逼迫により、優秀な人材の確保が課題となってまいりました。
なお、当社は平成25年６月、意思決定の迅速化と透明性の向上、並びに主力事業でありますＨＡ事業

の強化のため、取締役総務部長及び取締役ＨＡ事業部長を選任し、併せて組織再編による営業基盤の再
構築を図りました。
この結果、売上高は6,987百万円、営業利益は1,687百万円、経常利益は1,678百万円となりました。ま

た、投資有価証券の売却、減損損失の影響等により、四半期純利益は1,050百万円となりました。
 

ＨＡ事業（ハウスアメニティー事業）におきましては、西日本へのエリア展開を図るため、平成25年
４月に京都支店を開設いたしました。また、「シロアリ注意報」の公開、プレスセミナーの開催等の広
報活動や、新聞折込、ＣＭ放送等の販促活動によって白蟻防除並びに関連商品の需要喚起に努めまし
た。この結果、主に新規のお客様向けの販売が好調に推移し、同事業の売上高は6,877百万円、セグメン
ト利益（営業利益）は2,232百万円となりました。
また、ＴＳ事業（トータルサニテーション事業）の売上高は110百万円、セグメント利益（営業利益）

は９百万円となりました。
　
(業績に関する特記事項)
当社の売上高及び利益は、第２四半期累計期間に偏重する傾向があります。これは、例年５月をピー

クとして４月から７月頃まで、白蟻の活動が活発化し、ＨＡ事業における白蟻防除関連の受注件数が増
加するためであります。この季節的変動により、四半期会計期間末ごとの財務内容、経営指標にも変動
が生じます。
　

(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は、前事業年度末比869百万円増加して4,429百

万円となりました。当第２四半期累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要
因は以下の通りであります。
　
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、968百万円の収入となりました。主な要因は、税引前四半期
純利益1,763百万円による増加が、法人税等の支払額491百万円、投資有価証券売却益の計上201百万円
及び売上債権の増加額158百万円による減少を上回ったこと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）
投資活動によるキャッシュ・フローは、180百万円の収入となりました。主な要因は、投資有価証券

の売却による収入214百万円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）

財務活動によるキャッシュ・フローは、279百万円の支出となりました。主な要因は、配当金の支払
額237百万円によるものであります。
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(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期累計期間において、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
当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は１百万円であります。
なお、当第２四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 42,000,000

計 42,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年11月11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 12,054,200 12,092,500
東京証券取引所
(市場第二部)

単元株式数は100株でありま
す。

計 12,054,200 12,092,500 ― ―

(注) 提出日現在発行数には、平成25年11月１日から本四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は、含まれておりません。

　

(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25年７月１日～
平成25年９月30日

(注)
36,500 12,054,200 5,475 1,113,255 5,475 813,255

(注) 新株予約権（ストック・オプション）の権利行使による増加であります。
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(6) 【大株主の状況】

  平成25年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社ムネマサ 東京都杉並区永福一丁目39番23号 3,750,000 31.10

宗政 誠 東京都杉並区 2,026,425 16.81

アサンテ従業員持株会 東京都新宿区新宿一丁目33番15号 674,475 5.59

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 517,800 4.29

渋谷 健一 東京都調布市 502,000 4.16

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 397,800 3.30

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
505224
(常任代理人 株式会社みずほ銀
行決済営業部)

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101
U.S.A.
(東京都中央区月島四丁目16番13号)

233,000 1.93

宗政 ヨシ 東京都杉並区 225,000 1.86

宗政 和美 東京都杉並区 225,000 1.86

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口９)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 129,100 1.07

計 ― 8,680,600 72.01
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年９月30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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

12,053,300
120,533 ―

単元未満株式
普通株式

900
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 12,054,200 ― ―

総株主の議決権 ― 120,533 ―

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年９月30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(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

　

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。
なお、当社は、前第２四半期累計期間は四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間

との比較情報については記載しておりません。
　
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２四半期会計期間(平成25年７月１日か
ら平成25年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30日まで)に係る
四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による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
ら見て、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
い程度の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           0.4％

売上高基準         0.8％

利益基準           0.3％

利益剰余金基準     0.2％
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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25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,560,013 4,429,366

売掛金 1,597,492 1,757,364

製品 57,451 48,054

原材料及び貯蔵品 104,971 118,527

その他 271,292 302,877

貸倒引当金 △1,597 △1,757

流動資産合計 5,589,625 6,654,432

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,155,314 1,023,964

土地 2,952,605 2,952,605

その他（純額） 157,301 158,683

有形固定資産合計 4,265,220 4,135,253

無形固定資産 24,999 34,540

投資その他の資産

その他 815,222 824,989

貸倒引当金 △51,140 △50,236

投資その他の資産合計 764,081 774,753

固定資産合計 5,054,302 4,944,548

資産合計 10,643,927 11,598,980

負債の部

流動負債

買掛金 237,118 234,796

短期借入金 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 381,072 386,072

未払法人税等 509,377 777,739

賞与引当金 257,661 248,046

その他の引当金 － 40,000

その他 796,839 701,223

流動負債合計 2,252,069 2,457,877

固定負債

長期借入金 847,564 792,028

役員退職慰労引当金 430,588 445,822

資産除去債務 59,928 60,774

その他 59,180 59,045

固定負債合計 1,397,261 1,357,670

負債合計 3,649,331 3,815,548
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,100,025 1,113,255

資本剰余金 800,025 813,255

利益剰余金 5,045,959 5,856,922

株主資本合計 6,946,009 7,783,432

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 48,586 －

評価・換算差額等合計 48,586 －

純資産合計 6,994,595 7,783,432

負債純資産合計 10,643,927 11,598,980
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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）

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年９月30日)

売上高 6,987,820

売上原価 1,867,135

売上総利益 5,120,685

販売費及び一般管理費
※1 3,432,965

営業利益 1,687,720

営業外収益

受取利息 468

受取配当金 804

受取保険金及び配当金 7,769

その他 4,186

営業外収益合計 13,229

営業外費用

支払利息 7,786

支払手数料 9,632

その他 4,696

営業外費用合計 22,115

経常利益 1,678,833

特別利益

投資有価証券売却益 201,528

特別利益合計 201,528

特別損失

減損損失 116,907

特別損失合計 116,907

税引前四半期純利益 1,763,454

法人税、住民税及び事業税 757,181

法人税等調整額 △44,010

法人税等合計 713,171

四半期純利益 1,050,283
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
  至 平成25年９月30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 1,763,454

減価償却費 55,592

減損損失 116,907

貸倒引当金の増減額（△は減少） △744

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,615

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,233

受取利息及び受取配当金 △1,272

支払利息 7,786

投資有価証券売却損益（△は益） △201,528

売上債権の増減額（△は増加） △158,365

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,157

仕入債務の増減額（△は減少） △2,322

その他 △114,773

小計 1,466,195

利息及び配当金の受取額 1,272

利息の支払額 △7,805

法人税等の支払額 △491,072

保険金の受取額 2,060

その他 △1,720

営業活動によるキャッシュ・フロー 968,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 214,974

固定資産の取得による支出 △28,716

その他 △5,955

投資活動によるキャッシュ・フロー 180,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △200,536

配当金の支払額 △237,819

その他 8,476

財務活動によるキャッシュ・フロー △279,879

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 869,352

現金及び現金同等物の期首残高 3,560,013

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,429,366
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【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な科目及び金額は、次のとおりであります。

　
当第２四半期累計期間

(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

　
　
　

給料及び手当 1,552,983千円 　

賞与引当金繰入額 193,347千円 　

役員退職慰労引当金繰入額 17,596千円 　

退職給付費用 6,319千円 　

　
２．当第２四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

当社の売上高は、第１四半期及び第２四半期会計期間に受注が集中するため、第１四半期及び第２四
半期会計期間の売上高が他の四半期会計期間と比較して増加する傾向にあります。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次
のとおりであります。

　
当第２四半期累計期間

(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

　
　
　

現金及び預金勘定 4,429,366千円 　

現金及び現金同等物 4,429,366千円 　

　

(株主資本等関係)

当第２四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)
　
１．配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 239,320千円 20円 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

　
２．基準日が当第２四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２四半期会計期間の末
日後となるもの
該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第２四半期累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)
　

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

調整額(注)１
四半期損益
計算書計上額

(注)２ＨＡ事業 ＴＳ事業 計

売上高 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 6,877,478 110,342 6,987,820 ― 6,987,820

 セグメント間の内部
 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 6,877,478 110,342 6,987,820 ― 6,987,820

セグメント利益 2,232,738 9,518 2,242,256 △554,535 1,687,720

(注) １．セグメント利益の調整額は全社費用△554,535千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行なっております。

　

(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並びに潜在株式調整後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
当第２四半期累計期間

(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 87円42銭

    (算定上の基礎) 　

   四半期純利益金額(千円) 1,050,283

   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金額(千円) 1,050,283

   普通株式の期中平均株式数(千株) 12,013

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 85円74銭

    (算定上の基礎) 　

   四半期純利益調整額(千円) ―

   普通株式増加数(千株) 236

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

―

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。　
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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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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   吉   野   保   則   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   石   井   広   幸   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成25年11月11日

株式会社アサンテ

取締役会  御中

　

　

　

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

式会社アサンテの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第41期事業年度の第２四半期会計期間(平

成25年７月１日から平成25年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年４月１日から平成25年９月30

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、四半期キャッシュ・フ

ロー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、株式会社アサンテの平成25年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

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おりません。
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