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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12期

第１四半期累計期間
第13期

第１四半期累計期間
第12期

会計期間
自　2019年２月１日
至　2019年４月30日

自　2020年２月１日
至　2020年４月30日

自　2019年２月１日
至　2020年１月31日

売上高 （千円） 1,958,339 1,704,818 5,932,856

経常利益 （千円） 145,806 178,627 451,367

四半期（当期）純利益 （千円） 100,658 123,809 325,705

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 229,317 234,036 233,700

発行済株式総数 （株） 6,632,600 6,766,200 6,761,400

純資産額 （千円） 1,470,558 1,778,487 1,704,346

総資産額 （千円） 2,199,498 2,836,789 2,768,214

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 15.18 18.30 48.50

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 14.77 17.97 47.61

１株当たり配当額 （円） － － 7.00

自己資本比率 （％） 66.6 62.5 61.4

（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は、関連会社がないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む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

社における異動もありません。
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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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

　なお、新型コロナウィルス感染症の拡大は、今後の経過によっては、当社の事業活動及び収益確保に影響を及ぼす

可能性があります。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）経営成績の状況

　当第１四半期累計期間（2020年２月１日～2020年４月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウィルスの世

界的な感染拡大の影響により、東京オリンピックの延期が決定し、あらゆる経済活動が抑制され、急速に減速い

たしました。現在も世界的な感染拡大の終息の見通しが明確にたたないことから、景気の先行きには不透明感が

あります。

　一方、当社が強みをもつITインフラ分野においては、新型コロナウィルスによる政府の外出自粛要請を受け、

テレワークを導入する企業が急増し、特に仮想デスクトップへの投資は、引き続き拡大基調が継続すると見込ん

でおります。

　このような事業環境のもと、当第１四半期累計期間においては、事業戦略の一つである「自社製品の開発と展

開」において、新たにクラウドサービス事業領域として、中小規模事業者向けのテレワーク環境を半日で自動構築

する技術を開発し「テレワーク サブスクリプションサービス」を発表、サービス提供を開始いたしました。ま

た、国内の大手金融機関に、自社製品「Resalio Lynx700」が採用されたことを発表いたしました。

　さらに、もう一つの事業戦略である「継続収入ビジネスの拡大」においては、サブスクリプション型に完全移行

した自社製品「Resalio Lynx」や自営保守サービスなどの継続収入ビジネスの増加が続いております。

　当第１四半期累計期間の売上高は、仮想デスクトップ事業領域で、テレワークの導入及びサイバーセキュリテ

ィ対策需要の増加に伴い、堅調に推移しました。一方、クラウドインフラ事業領域においては、ビジネスの柱と

して、地方自治体や国内大手クラウド事業者向けのITインフラを受注したものの、前年同期と比較し、相対的に

その他の物販ビジネスが減少し、売上高は減収となりました。

　利益面においては、仮想デスクトップ事業領域においてCitrix社の仮想デスクトップソフトウェアなどの製品

や自社製品である「Resalio Lynx」が急速に伸びたことに加え、クラウドインフラ事業領域においても自社製品

である「リモートPCアレイ」が堅調に推移したことから増益となっております。また、「継続収入ビジネスの拡

大」が本格的に寄与し、利益率が向上したことで、全体として増益となっております。

　これらの結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高1,704,818千円（前年同四半期比12.9％減）、営業

利益174,919千円（前年同四半期比22.1％増）、経常利益178,627千円（前年同四半期比22.5％増）、四半期純利益

123,809千円（前年同四半期比23.0％増）となりました。

　なお、当社はITインフラ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

 

(2）財政状態の分析

（資産）

　当第１四半期会計期間末の資産合計は、2,836,789千円と前事業年度末に比べて68,575千円の増加となりまし

た。これは主に、現金及び預金が188,062千円及び商品が149,191千円減少したものの、売掛金が460,620千円増加

したためであります。

（負債）

　当第１四半期会計期間末の負債合計は、1,058,302千円と前事業年度末に比べて5,566千円の減少となりまし

た。　これは主に、前受金が24,790千円増加したものの、未払法人税等が30,204千円減少したためであります。

（純資産）

　当第１四半期会計期間末の純資産合計は、1,778,487千円と前事業年度末に比べて74,141千円の増加となりまし

た。これは主に、配当金の支払47,328千円があったものの、四半期純利益123,809千円の計上により利益剰余金が

増加したためであります。

 

(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、事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更はありません。
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(4）研究開発活動

　当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は1,432千円であります。

　なお、当第１四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。

 

３【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 22,384,000

計 22,384,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2020年４月30日）

提出日現在発行数（株）
（ 2020年６月10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 6,766,200 6,766,200
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株

であります。

計 6,766,200 6,766,200 － －

（注）提出日現在発行数には、2020年６月１日からこの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】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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）

2020年２月１日～

2020年４月30日（注）
4,800 6,766,200 336 234,036 336 221,036

（注）新株予約権の行使による増加であります。

 

 

（５）【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。
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（６）【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ないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2020年１月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2020年４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） 普通株式 100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,760,200 67,602
単元株式数は100株であ

ります。

単元未満株式 普通株式 1,100 － －

発行済株式総数  6,761,400 － －

総株主の議決権  － 67,602 －

 

②【自己株式等】

    2020年４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

（％）

アセンテック株式会社

東京都千代田区

神田練塀町３番

地

100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 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」（2007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（2020年２月１日から2020年４

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年２月１日から2020年４月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

EY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
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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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

(2020年１月31日)
当第１四半期会計期間
(2020年４月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,248,700 1,060,638

売掛金 631,360 1,091,981

商品 432,473 283,281

仕掛品 4,291 534

その他 215,778 168,678

貸倒引当金 △2,235 △3,843

流動資産合計 2,530,369 2,601,271

固定資産   

有形固定資産 62,338 57,943

無形固定資産 14,129 24,040

投資その他の資産   

その他 171,097 163,254

貸倒引当金 △9,720 △9,720

投資その他の資産合計 161,377 153,534

固定資産合計 237,845 235,518

資産合計 2,768,214 2,836,789

負債の部   

流動負債   

買掛金 420,820 404,245

未払法人税等 83,719 53,514

前受金 460,318 485,109

その他 68,254 84,677

流動負債合計 1,033,113 1,027,546

固定負債   

その他 30,755 30,755

固定負債合計 30,755 30,755

負債合計 1,063,868 1,058,302

純資産の部   

株主資本   

資本金 233,700 234,036

資本剰余金 260,700 261,036

利益剰余金 1,203,985 1,280,466

自己株式 △336 △336

株主資本合計 1,698,050 1,775,203

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 247 △742

繰延ヘッジ損益 － △1,972

評価・換算差額等合計 247 △2,715

新株予約権 6,048 6,000

純資産合計 1,704,346 1,778,487

負債純資産合計 2,768,214 2,836,789
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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　2019年２月１日
　至　2019年４月30日)

 当第１四半期累計期間
(自　2020年２月１日
　至　2020年４月30日)

売上高 1,958,339 1,704,818

売上原価 1,688,213 1,404,779

売上総利益 270,126 300,039

販売費及び一般管理費 126,856 125,119

営業利益 143,269 174,919

営業外収益   

受取利息 18 4

助成金収入 2,340 3,418

その他 1,099 333

営業外収益合計 3,457 3,756

営業外費用   

支払利息 64 －

株式交付費 564 47

その他 292 0

営業外費用合計 921 47

経常利益 145,806 178,627

特別利益   

新株予約権戻入益 － 48

特別利益合計 － 48

税引前四半期純利益 145,806 178,675

法人税、住民税及び事業税 39,352 49,332

法人税等調整額 5,795 5,533

法人税等合計 45,148 54,866

四半期純利益 100,658 123,809
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【注記事項】

 

（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（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

ります。

 
前第１四半期累計期間
（自　2019年２月１日
至　2019年４月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2020年２月１日
至　2020年４月30日）

減価償却費 5,208千円 4,779千円

のれんの償却額 564千円 －千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　2019年２月１日　至　2019年４月30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

2019年４月24日

定時株主総会
普通株式 46,383 14.0 2019年１月31日 2019年４月25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。

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　2020年２月１日　至　2020年４月30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

2020年４月22日

定時株主総会
普通株式 47,328 7.00 2020年１月31日 2020年４月23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。

 

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社はITインフラ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
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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、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。

 
前第１四半期累計期間
（自　2019年２月１日
至　2019年４月30日）

当第１四半期累計期間
（自　2020年２月１日
至　2020年４月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 15円18銭 18円30銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 100,658 123,809

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） 100,658 123,809

普通株式の期中平均株式数（株） 6,630,180 6,764,287

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 14円77銭 17円97銭

（算定上の基礎）   

普通株式増加数（株） 181,845 122,907

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

 

 

－

 

 

－

 

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  

 

2020年６月10日

アセンテック株式会社

取締役会　御中

 

EY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 山岸　聡

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鹿島　寿郎

 

　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」に掲げられているアセンテック株

式会社の2020年２月１日から2021年１月31日までの第13期事業年度の第１四半期会計期間（2020年２月１日から2020年４

月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年２月１日から2020年４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、アセンテック株式会社の2020年４月30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．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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