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(百万円未満切捨て)

1. 平成24年２月期第２四半期の業績（平成23年２月21日～平成23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 ％

24年２月期第２四半期 19,817 30.4 3,543 45.9 3,591 47.7 2,055 48.4

23年２月期第２四半期 15,192 4.9 2,428 △5.1 2,431 △6.4 1,385 △7.5

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

24年２月期第２四半期 78 33 ─ ─

23年２月期第２四半期 52 79 ─ ─

 (2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

24年２月期第２四半期 19,670 13,865 70.5 528 41

23年２月期 16,298 12,084 74.1 460 53

(参考) 自己資本 24年２月期第２四半期 13,865百万円 23年２月期 12,084百万円

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

23年２月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 8 00 8 00

24年２月期 ─ ─ 0 00

24年２月期(予想) ─ ─ 10 00 10 00

3. 平成24年２月期の業績予想（平成23年２月21日～平成24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 36,024 25.6 5,278 41.7 5,355 41.9 3,098 44.8 118 06
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(注) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会

計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

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いませ

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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「２.その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年２月期２Ｑ 26,240,800株 23年２月期 26,240,800株

② 期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 303株 23年２月期 303株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 26,240,497株 23年２月期2Ｑ 26,240,519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、一部で景気回復の兆しが見られたものの、アメリカ経済
の景気減速に伴う円高ドル安の影響は大きく、生産や雇用環境は依然厳しい状況で推移しました。さら
に、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による甚大な被害、福島第一原子力発電所事故に端を発し
た電力供給不安などの諸問題により、先行きは非常に不透明な状況となっております。 
このような状況のもと、当社におきましては、震災後通勤などで自転車利用者が増加し、特にスポーツ

車・一般軽快車の販売が急伸しました。また、従来から店舗における人間力の向上に加え、機能・デザイ
ン・価格・品質面においてＰＢ（プライベートブランド）の商品力の強化を推し進めたことにより、多く
のお客様に支持をいただくことができ、販売は好調に推移しました。 
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、フランチャイズ展開、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て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、東北地域へ２店舗、関東地域へ８店舗、中部地域へ３店舗、近畿地域へ３店

舗、中国地域に５店舗、九州地域に１店舗の計22店舗を出店するとともに、関東地域の２店舗を移転いた
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234店舗、ＦＣ店18店舗のあわせて252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19,817百万円（前年同四半期比30.4％増）とな

りました。利益面におきましては、営業利益は3,543百万円（前年同四半期比45.9％増）、経常利益は
3,591百万円（前年同四半期比47.7％増）、四半期純利益は2,055百万円（前年同四半期比48.4％増）とな
りました。 

  

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3,371百万円増加し、19,670百万
円となりました。 
流動資産は、前事業年度末と比較して1,650百万円増加し、9,114百万円となりました。これは主に、現

金及び預金の増加809百万円、未着商品の増加372百万円、商品の増加212百万円、売掛金の増加109百万円
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1,721百万円増加し、10,556百万円となりました。これは主に、

物流倉庫新築用地の取得に伴う土地の増加868百万円、新規出店等に伴う建物の増加395百万円、差入保証
金の増加165百万円等によるものであります。 

 (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1,590百万円増加し、5,804百万円と
なりました。 
流動負債は、前事業年度末と比較して1,477百万円増加し、5,375百万円となりました。これは主に、未

払法人税等の増加748百万円、支払手形及び買掛金の増加190百万円、未払費用の増加146百万円、未払金
の増加120百万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112百万円増加し、429百万円となりました。これは主に、資産除

去債務の増加98百万円等によるものであります。 

 (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1,781百万円増加し、13,865百万
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2,055百万円、剰余金の配当による減少209
百万円等によるものであります。 
  

1. 当四半期の業績等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
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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809百万円増加し、3,243百万円となりました。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2,951百万円となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益3,541
百万円、減価償却費293百万円、仕入債務の増加額190百万円、未払費用の増加額146百万円等によるもの
であります。また、主な減少要因は、法人税等の支払額831百万円、たな卸資産の増加額600百万円等によ
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1,932百万円となりました。これは主に、物流倉庫新築用地の取得、新
規出店に係る有形固定資産等の取得による支出1,637百万円、差入保証金の差入による支出196百万円等に
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209百万円となりました。これは配当金の支払額209百万円によるもので
あります。 

  

平成24年２月期の予想数値については、第２四半期累計期間の好調な業績を盛り込んだうえで、売上
高、営業利益、経常利益、当期純利益を修正しております。詳細につきましては、平成23年９月12日付
「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法
によっております。 

  

 会計処理基準に関する事項の変更 

 （資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月
31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３
月31日）を適用しております。 
この変更により、営業利益は3,572千円減少、経常利益は3,753千円減少し、税引前四半期純利益は

35,609千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は、91,639
千円であります。 

  

 （たな卸資産の評価方法の変更） 

当社は、たな卸資産の内、貯蔵品の評価基準及び評価方法は最終仕入原価法による原価法（収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しておりましたが、より適正なたな卸資産の評価額を算定する
ため、当第１四半期会計期間より最終仕入原価法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）から総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。な
お、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

 表示方法の変更 

 （キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第２四半期累計期間において、営業活動の「その他」に含めて表示しておりました「未払費用の増
減額」については、金額的重要性が増したため、当第１四半期会計期間から区分掲記することとしまし
た。 
なお、前第２四半期累計期間の「その他」に含まれております「未払費用の増減額」は127,206千円

であります。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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)

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,369,641 2,559,909

売掛金 810,383 701,323

商品 3,445,192 3,232,513

未着商品 660,684 288,351

貯蔵品 91,207 75,397

その他 738,422 608,223

貸倒引当金 △1,384 △1,770

流動資産合計 9,114,147 7,463,949

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,564,183 3,168,507

土地 2,273,488 1,405,301

その他（純額） 594,399 379,622

有形固定資産合計 6,432,071 4,953,431

無形固定資産 88,913 96,413

投資その他の資産   

差入保証金 1,911,567 1,746,138

建設協力金 1,116,237 1,059,374

その他 1,025,947 998,792

貸倒引当金 △18,529 △19,183

投資その他の資産合計 4,035,223 3,785,122

固定資産合計 10,556,208 8,834,967

資産合計 19,670,355 16,298,917
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,798,148 1,607,462

未払法人税等 1,614,547 866,259

賞与引当金 363,271 338,114

その他 1,599,442 1,086,099

流動負債合計 5,375,409 3,897,935

固定負債   

役員退職慰労引当金 202,981 190,653

資産除去債務 98,454 －

その他 127,680 125,680

固定負債合計 429,115 316,333

負債合計 5,804,525 4,214,269

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 9,713,568 7,867,952

自己株式 △268 △268

株主資本合計 13,939,826 12,094,211

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,605 2,998

繰延ヘッジ損益 △77,602 △12,562

評価・換算差額等合計 △73,996 △9,563

純資産合計 13,865,830 12,084,647

負債純資産合計 19,670,355 16,298,917
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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22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年８月20日) 

売上高 15,192,831 19,817,057

売上原価 7,239,193 9,601,276

売上総利益 7,953,637 10,215,781

販売費及び一般管理費 5,525,361 6,672,145

営業利益 2,428,276 3,543,635

営業外収益   

受取利息 9,699 11,752

受取配当金 60 60

為替差益 6,035 10,508

受取家賃 22,443 26,524

受取補償金 13,760 7,641

その他 8,869 13,816

営業外収益合計 60,868 70,304

営業外費用   

不動産賃貸原価 12,317 17,264

子会社設立費 42,506 －

その他 3,203 4,868

営業外費用合計 58,027 22,133

経常利益 2,431,117 3,591,806

特別損失   

固定資産除売却損 1,036 3,868

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31,856

固定資産臨時償却費 － 14,390

特別損失合計 1,036 50,115

税引前四半期純利益 2,430,080 3,541,691

法人税、住民税及び事業税 1,076,000 1,571,000

法人税等調整額 △31,206 △84,848

法人税等合計 1,044,793 1,486,151

四半期純利益 1,385,287 2,055,539

3/5 ページ

7

株式会社あさひ (3333)　平成24年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）



【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年５月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年５月21日 
 至 平成23年８月20日) 

売上高 6,946,864 8,654,687

売上原価 3,310,753 4,154,782

売上総利益 3,636,110 4,499,905

販売費及び一般管理費 2,763,785 3,272,839

営業利益 872,325 1,227,065

営業外収益   

受取利息 4,963 5,908

為替差益 5,654 10,508

受取家賃 11,365 14,832

受取補償金 7,301 2,634

その他 5,595 6,929

営業外収益合計 34,879 40,813

営業外費用   

為替差損 － △1,320

不動産賃貸原価 7,674 11,914

その他 2,126 2,752

営業外費用合計 9,801 13,345

経常利益 897,403 1,254,532

特別損失   

固定資産除売却損 230 3,421

固定資産臨時償却費 － 14,390

特別損失合計 230 17,812

税引前四半期純利益 897,173 1,236,720

法人税、住民税及び事業税 369,000 505,000

法人税等調整額 17,272 21,893

法人税等合計 386,272 526,893

四半期純利益 510,901 709,826
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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22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23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 2,430,080 3,541,691

減価償却費 228,123 293,249

長期前払費用償却額 7,209 9,676

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,468 △1,040

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,555 25,156

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,600 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,808 12,327

受取利息及び受取配当金 △9,759 △11,812

固定資産除売却損益（△は益） 1,036 3,868

固定資産臨時償却費 － 14,390

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31,856

売上債権の増減額（△は増加） △268,426 △109,059

たな卸資産の増減額（△は増加） 270,762 △600,821

未収入金の増減額（△は増加） △30,249 3,996

仕入債務の増減額（△は減少） 19,857 190,686

未払消費税等の増減額（△は減少） △93,712 99,057

未払金の増減額（△は減少） 34,146 48,409

未払費用の増減額（△は減少） － 146,541

預り敷金及び保証金の受入による収入 10,000 2,000

その他 237,643 52,690

小計 2,843,008 3,752,865

利息及び配当金の受取額 1,252 433

移転補償金の受取額 － 29,430

法人税等の支払額 △1,090,626 △831,400

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,753,634 2,951,328

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社出資金の払込による支出 △160,000 －

有形固定資産の取得による支出 △803,173 △1,637,211

無形固定資産の取得による支出 △1,215 △6,335

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 790 428

長期前払費用の取得による支出 △10,080 △10,129

差入保証金の差入による支出 △130,783 △196,044

差入保証金の回収による収入 10,367 26,416

建設協力金の支払による支出 △117,000 △109,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,212,094 △1,932,174

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △29 －

配当金の支払額 △208,826 △209,423

財務活動によるキャッシュ・フロー △208,856 △209,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 332,682 809,729

現金及び現金同等物の期首残高 2,757,813 2,433,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,090,496 3,243,440
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該当事項はありません。 

当社は自転車小売事業を行う単一セグメントのため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

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

(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23年２月21日

至 平成23年８月20日）

金額（千円） 前年同四半期比（%）

 自転車 7,911,519 145.5

 パーツ・アクセサリー 1,640,551 113.7

 その他 328,920 140.0

 合計 9,880,991 138.9

(2) 販売実績

品目別

当第２四半期累計期間

（自 平成23年２月21日

至 平成23年８月20日）

金額（千円） 前年同四半期比（%）

 自転車 13,751,932 133.1

 パーツ・アクセサリー 3,799,125 119.8

 ロイヤリティ 82,588 125.4

 その他 2,183,411 134.5

  合計 19,817,057 130.4
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