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1.  平成25年3月期の業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 12,079 7.9 2,188 13.4 2,135 12.4 1,205 20.0
24年3月期 11,199 16.0 1,929 44.2 1,900 46.0 1,005 49.9

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利益
率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 114.42 108.20 20.2 21.9 18.1
24年3月期 95.72 ― 22.5 23.4 17.2

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 10,643 6,994 65.7 584.54
24年3月期 8,820 4,913 55.7 467.94

（参考） 自己資本   25年3月期  6,994百万円 24年3月期  4,913百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 1,060 △73 615 3,560
24年3月期 1,430 △47 △322 1,957

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00 157 15.7 3.5
25年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00 239 17.5 3.8
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 22.00 22.00 20.0

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注） 当社は平成25年３月期第２四半期の財務諸表を作成しておりませんので、平成26年３月期第２四半期(累計)の対前期増減率は記載しておりません。 

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

第2四半期(累計) 7,278 ― 1,742 ― 1,739 ― 1,049 ― 86.84
通期 13,040 8.0 2,348 7.3 2,344 9.8 1,341 11.2 110.07



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 11,966,000 株 24年3月期 10,500,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期 ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 10,536,893 株 24年3月期 10,500,000 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 この資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、当社としてその実現性を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮
定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、添付資料２ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧く
ださい。 
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① 当事業年度の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要に支えられた緩やかな回復基調とな

り、平成25年１月以降は円高の修正、株高で景気回復の兆しも見えましたが、海外経済減速の影響から

先行き不透明な状況が続いております。当業界におきましては、自然災害に対して注意を促す報道や、

今後発生が想定される震災に関する被害等の想定を上方修正するといった行政の動きもあり、既存家屋

の保全意識は一層高まり、これが当社事業にプラスの影響を及ぼす要因となりました。 

 このような状況の下、当社は優秀な人員の増員、育成に努め、白蟻防除を主軸としたサービスの販売

力向上を図ってまいりました。また、白蟻に関するプレス向けセミナーの開催、「くんくんズ（シロア

リ探知犬、トコジラミ探知犬チーム）」を通じた広報活動、自社ホームページにおける「シロアリ注意

報」の公表等を通じて、当社並びに当社サービスの認知度向上に努めてまいりました。なお、当社は平

成25年３月19日、東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。これにより当社の認知度並びに従業

員の意欲が一層向上し、営業活動に少なからぬプラスの作用を及ぼしております。 

以上の結果、売上高は12,079百万円（前事業年度比7.9％増）となりました。利益面では、人員増に

伴う費用増があったものの、その他の費用の全般的な抑制により、営業利益は2,188百万円（前事業年

度比13.4％増）、経常利益は2,135百万円（前事業年度比12.4％増）となり、当期純利益は1,205百万円

（前事業年度比20.0％増）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりです。 

ＨＡ事業（ハウスアメニティー事業）におきましては、営業員、施工員を前事業年度比増員したこと

に加え、新聞折込やＣＭ放送等の販促活動を積極的に展開した結果、主に白蟻防除、床下等換気システ

ム、基礎補修等の販売が好調に推移いたしました。この結果、同事業の売上高は11,863百万円（前事業

年度比8.0％増）となりました。また、セグメント利益（営業利益）は3,346百万円（前事業年度比

9.6％増）となりました。 

ＴＳ事業（トータルサニテーション事業）におきましては、ＨＡ事業との連繋によって同事業のお客

様からの受注が増加したものの、経費削減意識の高まりから法人向けの年間契約の更新停止や契約額減

額が多数発生いたしました。この結果、同事業の売上高は215百万円（前事業年度比0.5％減）となりま

した。また、セグメント利益（営業利益）は３百万円（前事業年度比59.9％減）となりました。 

② 次期の見通し 

ＨＡ事業におきましては、新規営業エリアの開拓、既存営業エリアの深耕を図るとともに、ＣＭ放送

等の販促活動をより強化し、白蟻防除を主軸としたサービスの需要開拓を推進してまいります。併せ

て、これにより一層の増大を見込むニーズに対応すべく、引き続き営業員、施工員の増員を図るととも

に、営業、施工、アフターメンテナンス全般に亘る品質と効率の向上に注力してまいります。なお、平

成25年４月20日に、京都府への新規営業エリア拡張のため、京都支店を開設いたしました。 

ＴＳ事業におきましては、法人向け年間契約の新規受注獲得と単価増に注力するとともに、ネズミや

トコジラミの駆除等、当社ノウハウを発揮できる分野での受注増を図ってまいります。 

利益面では、営業活動や管理業務の効率化に向けたシステム導入・強化に伴う費用等の増加を見込ん

でおりますが、更なる営業効率の向上と間接費の圧縮に努め、利益増を図ってまいります。 

以上により、次期売上高は13,040百万円（当事業年度比8.0％増）、営業利益は2,348百万円（当事業

年度比7.3％増）、経常利益は2,344百万円（当事業年度比9.8％増）、当期純利益は1,341百万円（当事

業年度比11.2％増）を見込んでおります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における資産は、前事業年度末比1,823百万円増加し、10,643百万円となりました。こ

のうち、流動資産は前事業年度末比1,792百万円増加し、5,589百万円となりました。主な要因は、株式

発行による収入及び利益剰余金の増加等により現金及び預金が1,602百万円増加したことと、売上の増

加に伴い売掛金が166百万円増加したことによるものであります。また、固定資産は前事業年度末比30

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

（２）財政状態に関する分析
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百万円増加し、5,054百万円となりました。 

 負債は、前事業年度末比257百万円減少し、3,649百万円となりました。このうち、流動負債は前事業

年度末比255百万円減少し、2,252百万円となりました。主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が

140百万円減少したことと、中間納付額の増加により未払法人税等が135百万円減少したことによるもの

であります。また、固定負債は前事業年度末比２百万円減少し、1,397百万円となりました。 

 純資産は、前事業年度末比2,081百万円増加し、6,994百万円となりました。主な要因は、株式の発行

により資本金が500百万円、資本準備金が500百万円増加したことと、利益剰余金が1,048百万円増加し

たことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は前事業年度末の55.7％から65.7％となりました。また、１株当たり純資産

は前事業年度末の467.94円から584.54円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況  

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末比1,602百万円増加し、3,560百万円とな

りました。当事業年度末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) 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,060百万円の収入（前事業年度は1,430百万円の収入）とな

りました。主な要因は、法人税等の支払額1,075百万円、売上債権の増加額165百万円がありましたが、

税引前当期純利益2,135百万円、減価償却費120百万円があ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、73百万円の支出（前事業年度は47百万円の支出）となりまし

た。主な要因は、固定資産の取得による支出39百万円があったこと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、615百万円の収入（前事業年度は322百万円の支出）となりま

した。主な要因は、長期借入金の返済による支出546百万円、配当金の支払額157百万円がありました

が、株式の発行による収入995百万円、長期借入れによる収入390百万円があったことによるものであり

ます。 
  

(参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  
  自己資本比率：自己資本／総資産 
  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
  インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
  

(注) １．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

２．キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。 

３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としており

ます。 

４．利払いは、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

  

当社は、株主に対する利益還元を 優先に考え、配当につきましては、安定的な配当の維持を基本と

して配当性向、企業体質の強化及び内部留保の充実等を総合的に勘案のうえ決定しております。当事業

年度の配当金につきましては、期末配当金として１株当たり20円を予定しております。また、次期の配

平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率 (％) 54.5 55.7 65.7

時価ベースの自己資本比率 (％) － － 95.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年) 2.8 1.0 1.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) 17.0 57.8 55.7

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当金は１株当たり22円を予定しております。 

  

当社の事業に係るリスクのうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を以下に記載

しております。但し、これらは当社に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、また、記載事項

以外に予見しがたいリスクも存在いたします。当社は、これらリスクが発生する可能性と重要性を認識

し、発生原因の解消並びに発生の予防に努めるとともに、発生した事項につきましては、その重要度に

応じて適切な対応を図ることとしております。なお、文中の将来に関する事項は、本決算短信提出日現

在において当社が判断したものです。 

当社ＨＡ事業の主力商品である白蟻防除施工等のサービスは、全国に25百万戸以上現存する木造戸建

住宅を、主な販売対象としておりますが、ユーザーが日常生活を営む上で目に付き難いところで被害を

及ぼす白蟻の防除を主目的としているため、その需要の多くは潜在化しております。そして、当社のユ

ーザーの大半が個人顧客であるため、個人の消費マインド低下、可処分所得の減少等によっても需要が

顕在化し難くなる場合があります。したがって、これら個人顧客向けサービスの販売動向は、国内並び

に地方における経済状況、景気動向、雇用環境等により大きく変動いたします。これらの諸要因が当社

にとって有利に作用しない場合、財政状況及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

当社の業績（特に利益）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。当社では、季節変動の比較的少ない他サービスの受注拡大に注力するなどし

て業績の平準化に努めておりますが、業績の季節性変動は今後も続くと見込んでおり、該当期間の販売

動向が当社の通期業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、平成25年３月期における四半期毎の業

績概要は以下のとおりです。 
  

 
(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

当社は、農協等との間で販売等に関する業務提携を行ない、当該提携先農協等の指定業者として営業

活動を行なっており、提携先農協等の管轄エリア内において、これらの提携が期間満了、解除、その他

の理由に基づき終了した場合や、当社に不利な契約内容の改定が行なわれた場合には、財政状況及び業

績等に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、商取引、建築、薬品取扱、個人情報保護、金融取引、労務並びに内部統制上、各種法律の規

制を受けております。特にＨＡ事業においては、訪問販売による事業を展開していることから、特定商

取引に関する法律の規制を受けております。同法は、主に、訪問販売等の特定の販売形態を公正にし、

消費者が受けることのある損害の防止を図ることにより、消費者の利益を保護することを目的として制

定された法律であります。当社は福島県、静岡県に総合研修センターを設置し、集合研修による社員教

育並びに実際の業務を通しての職場内教育（ＯＪＴ）を組み合わせ、高いレベルのコンプライアンス体

制の構築に努めております。しかしながら、万が一、当社が各種法規制に抵触した場合、または改廃、

新たな法令等の制定があった場合には、当社の財政状況及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。

当社は事業活動において、お客様同意のもと、個人情報やプライバシーに関する情報を入手すること

があります。これらの情報の取り扱いについては規程に基づき厳重に管理・運用を行なっております

が、万一これらの情報が誤って外部に流出した場合、損害賠償責任を負う可能性がある上、当社の社会

（４）事業等のリスク

① 市場について

② 業績の季節的変動について

平成25年３月期

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 通期

 売上高 (百万円) 3,468 3,220 2,796 2,593 12,079

 営業利益 (百万円) 830 828 411 118 2,188

③ 農協等との業務提携について

④ 法規制について

⑤ 情報の流出について
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的信用を失うことにより、財政状況及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。また、当社が保有

する営業上、技術上の情報が、不正に、または過失により流出する可能性を完全に防止することは困難

であり、その結果、財政状況及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、主力事業でありますＨＡ事業において訪問販売による営業活動を行なっております。かつて

同業大手企業において法令違反による業務停止処分等が発生したり、昨今でも一部の業者による悪質な

訪問販売手法が報道で取り上げられております。当社では従来より社員教育を充実させ、コンプライア

ンス体制の強化に取り組んでおりますが、悪質リフォーム報道等による業界の信用低下があった場合、

当社の業績等にも影響が及ぶ可能性があります。 

当社の事業は、営業形態や取扱商品（薬剤を使用する施工等）の性質上、クレームの発生を避けては

通ることができない業態であります。このため、全てのお客様から信頼される営業姿勢と法令を遵守し

た営業活動の徹底はもちろんのこと、提携先農協等との連携体制強化、お客様相談室を中心とした対

応・再発予防体制の強化、消費生活センター等との関係強化、公益社団法人日本訪問販売協会からの情

報収集により、クレームの減少と早期対応に努めております。しかしながら、重要なクレーム或いは訴

訟等が発生した場合、財政状況及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

当社にとって、「優秀な人材の確保と育成」は経営基盤の維持、拡大の上で不可欠であります。その

ため、当社では新卒・中途採用活動や能力・成果主義を基軸とした人事制度、各種社員教育等に積極的

に取り組んでおります。また、当社の営業活動は訪問販売を主とすることから、コンプライアンスにつ

いて徹底した人材育成と質の向上を図っております。しかしながら、今後、労働需給関係の逼迫等によ

り人材獲得競争が激化し、必要とする優秀な人材を確保できない場合には、事業展開が制約され、業績

等に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、施工中の事故を防止するため、各種施工における安全教育を徹底するとともに、安全装備の

点検を定期的に実施しております。また、事故が発生した場合の金銭的な損失に備え、各種損害保険に

も加入しております。しかしながら、重大な施工事故を発生させてしまった場合は、補償や対策費用の

発生に加え、社会的信用が低下し、財政状況及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、一定の受給資格を満たす従業員を対象として、外部積立による退職年金制度を設けておりま

す。退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される割引率や期待運用収益率に基づいて算定され、

未認識数理計算上の差異は発生時の翌事業年度から１年で償却しております。今後、割引率及び実際の

運用利回りが低下した場合には、想定以上の未認識数理計算上の損失が発生し、財政状況及び業績等に

影響を及ぼす可能性があります。 

当社は、平成22年１月25日に当社の取締役及び従業員に対して、当社の業績向上への意欲と士気を一

層高めることを目的としてストック・オプションを付与しております。平成25年３月31日時点における

ストック・オプションによる潜在株式数は401,900株であり、発行済株式総数11,966,000株の3.4％に相

当しております。これらのストック・オプションが権利行使されれば、当社の１株当たりの株式の価値

が希薄化する可能性があります。 

当社が複数の金融機関との間で締結している借入れに係る契約には、財務制限条項が定められており

ます。今後、当社の経営成績が著しく悪化するなどして財務制限条項に抵触した場合、借入先金融機関

の請求により当該借入れについて期限の利益を喪失し、一括返済を求められるなどして、財政状況及び

業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

将来、当社が予期しない会計基準や税制の導入・変更により、財政状況及び業績等に影響が及ぶ可能

性があります。 

⑥ 業界イメージの低下について

⑦ クレームについて

⑧ 人材確保と育成について

⑨ 施工事故について

⑩ 退職給付債務について

⑪ 新株予約権による希薄化について

⑫ 財務制限条項について

⑬ 会計制度について
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将来、保有資産の時価の下落や将来キャッシュ・フローの状況により、減損会計の適用を受けた場

合、財政状況及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 該当事項はありません。 

⑭ 減損会計について

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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当社企業グループは、株式会社アサンテ（当社）、株式会社ヒューマン・グリーンサービス（非連結

子会社）により構成されており、ＨＡ事業、ＴＳ事業を行なっております。具体的な事業内容は以下の

とおりであります。 

（１）ＨＡ事業 

木造家屋を対象に、白蟻防除等の各種施工によって木材を白蟻や湿気等から守ると共に、家屋補強・

基礎補修施工により構造的な強化を図ります。また、家庭用太陽光発電システムや住宅リフォーム等も

取り扱っており、これらのアフターメンテナンスとの組み合せによって、「総合ハウスメンテナンスサ

ービス」を効率的に提供いたします。 

（２）ＴＳ事業 

主にオフィスビル・飲食店等の法人所有物件を対象に、ゴキブリ・ネズミ等の害虫・害獣防除を行な

います。また、快適な空間を維持する為の総合的な環境改善提案を行ないます。 
  

当社の取引を図示しますと次のとおりとなります。 
  

 

  
(注) １．㈱ヒューマン・グリーンサービスは「障害者の雇用促進等に関する法律」に基づく特例子会社であります。

  平成24年７月25日に子会社株式を追加取得し、完全子会社化しております。 

２．図中の「農協等」については、農協等との提携による取引を図示しております。 

３．当社は農協等の指定業者として営業活動を行なっております。平成25年３月期売上高に占める農協等扱い分

の割合は約８割となっております。 

４．「農協等」には、全国農業協同組合連合会、全国農業協同組合連合会県本部、協同会社（全国農業協同組合

連合会県本部関係会社）、農業協同組合、生活協同組合を含んでおります。  

  

２．企業集団の状況
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当社は、「人と技術を育て、人と家と森を守る」を経営理念として、お客様の「安全で快適に暮らし

たい」という普遍的なご要望にお応えするために、農協等との業務提携を通して、白蟻の発生予防と駆

除を主軸とした総合ハウスメンテナンスのサービスを提供しております。 

 今後とも、この事業活動を通じて、できるだけ多くのステークホルダー並びに地域社会に対して貢献

するとともに、更なる企業価値の向上を図ってまいります。 

  

当社は、事業規模の拡大とともに利益率の維持、向上を図ってまいります。そのための経営指標とし

て、売上高増加率を８％以上、売上高経常利益率は当事業年度の17.7％を維持、向上できるよう取り組

んでまいります。 

なお、平成26年３月期を初年度とする中期経営計画におきましては、「平成28年３月期の売上高157

億円、経常利益30億円」の達成を目指しております。 

  

当社の中期的な経営方針につきましては、「企業価値の更なる向上」「売上高の拡大、利益率の維持

向上」「総スキル量（人員 × 能力・品質）の向上」を掲げております。 

当社は、白蟻防除関連業界のリーディングカンパニーとして、業界認知度の向上、ブランド力向上を

図るとともに、人員の増強・育成とサービスの品質向上により、「家屋を長寿命化させる」という社会

的使命を実現してまいります。 

  

当社の白蟻防除関連サービスの需要は、白蟻の発生場所が人の目に留まり難いところであることなど

の要因で潜在化しておりますが、近年においては、国の「家屋を長寿命化させる」政策や震災に対する

意識の高まりから、既存家屋の保全への関心度が上昇してきており、やや顕在化の傾向が表れておりま

す。 

このような状況の下、当社が引き続き着実に、この膨大な潜在需要を掘り起こし、事業を拡大してい

くために、以下の経営課題に取り組んでまいります。 

社員教育の一層の充実、お客様管理システムによる施工後のアフターフォロー体制の強化、クレーム

の一元管理と社内共有により、お客様にとって真に価値のある質の高いサービスを提供できる体制の高

度化に努めてまいります。また、社内における牽制とチェック体制を進化させることでコンプライアン

ス体制の一層の推進を図り、ステークホルダーから信頼され、お客様から選んでいただける企業になる

よう取り組んでまいります。 

二つの総合研修センターを活用して、スキルアップとともに使命感、倫理観なども体得させておりま

す。また、ＯＪＴ研修との組み合わせによって、社員一人ひとりが当社の財産になるよう努めてまいり

ます。 

農協等との業務提携に基づく営業エリアを既存のエリア外に面展開するとともに、既存営業エリア内

の深堀りを推進いたします。 

営業員のスキルアップに加え、ＣＭ放送等の販促活動ならびにＰＲ活動によって営業効率の向上を図

るとともに、研修などを通じて蓄積されたノウハウの応用化と共有化をより一層図ることで、施工効率

向上の実現に取り組んでまいります。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

① お客様第一主義とコンプライアンスの徹底

② 優秀な人材の確保と育成

③ 営業エリアの拡大

④ 営業・施工効率の向上
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,957,393 3,560,013

売掛金 1,430,822 1,597,492

製品 59,292 57,451

原材料及び貯蔵品 96,354 104,971

前払費用 92,948 104,225

繰延税金資産 152,039 159,373

その他 10,241 7,693

貸倒引当金 △2,003 △1,597

流動資産合計 3,797,089 5,589,625

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,646,769 2,659,185

減価償却累計額 △1,443,762 △1,503,871

建物（純額） ※1  1,203,007 ※1  1,155,314

構築物 178,511 178,511

減価償却累計額 △136,456 △140,285

構築物（純額） 42,055 38,225

機械及び装置 63,956 63,956

減価償却累計額 △58,778 △59,524

機械及び装置（純額） 5,177 4,432

車両運搬具 565 565

減価償却累計額 △455 △483

車両運搬具（純額） 109 82

工具、器具及び備品 141,330 166,688

減価償却累計額 △108,042 △126,592

工具、器具及び備品（純額） 33,288 40,095

土地 ※1  2,952,605 ※1  2,952,605

リース資産 121,655 152,026

減価償却累計額 △46,635 △77,561

リース資産（純額） 75,020 74,464

有形固定資産合計 4,311,264 4,265,220

無形固定資産   

ソフトウエア 10,407 8,308

その他 16,934 16,691

無形固定資産合計 27,342 24,999

投資その他の資産   

投資有価証券 42,084 93,438

関係会社株式 17,000 20,534

出資金 20,100 20,100

従業員に対する長期貸付金 1,115 802

破産更生債権等 6,548 7,440

長期前払費用 61,914 64,846

前払年金費用 14,428 23,718
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

繰延税金資産 185,178 167,013

保険積立金 175,938 198,475

敷金及び保証金 147,489 155,452

その他 63,400 63,400

貸倒引当金 △50,248 △51,140

投資その他の資産合計 684,949 764,081

固定資産合計 5,023,556 5,054,302

資産合計 8,820,645 10,643,927

負債の部   

流動負債   

買掛金 231,523 237,118

短期借入金 ※1  70,000 ※1  70,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  521,292 ※1  381,072

リース債務 28,167 30,139

未払金 342,651 319,065

未払費用 225,984 236,955

未払法人税等 645,208 509,377

未払消費税等 85,883 67,234

前受金 5,073 4,435

預り金 122,123 139,008

賞与引当金 229,640 257,661

流動負債合計 2,507,549 2,252,069

固定負債   

長期借入金 ※1  863,676 ※1  847,564

リース債務 50,603 48,048

役員退職慰労引当金 415,675 430,588

資産除去債務 57,825 59,928

その他 11,974 11,131

固定負債合計 1,399,754 1,397,261

負債合計 3,907,304 3,649,331
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 600,000 1,100,025

資本剰余金   

資本準備金 300,000 800,025

資本剰余金合計 300,000 800,025

利益剰余金   

利益準備金 40,590 40,590

その他利益剰余金   

別途積立金 1,880,000 1,880,000

繰越利益剰余金 2,077,215 3,125,369

利益剰余金合計 3,997,805 5,045,959

株主資本合計 4,897,805 6,946,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,535 48,586

評価・換算差額等合計 15,535 48,586

純資産合計 4,913,341 6,994,595

負債純資産合計 8,820,645 10,643,927
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

施工売上高 11,060,409 12,015,008

その他の売上高 138,655 64,061

売上高合計 11,199,065 12,079,070

売上原価   

施工売上原価 2,994,985 3,299,496

その他の原価 97,018 45,802

売上原価合計 3,092,003 3,345,298

売上総利益 8,107,061 8,733,771

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  6,177,255 ※1, ※2  6,545,374

営業利益 1,929,806 2,188,397

営業外収益   

受取利息 418 536

受取配当金 804 804

受取手数料 3,457 3,439

受取保険金及び配当金 16,558 14,509

補助金収入 － 8,730

その他 3,931 3,816

営業外収益合計 25,169 31,837

営業外費用   

支払利息 25,376 19,330

株式公開費用 － 34,759

リース解約損 8,648 6,796

支払手数料 13,278 12,249

その他 7,015 11,363

営業外費用合計 54,319 84,499

経常利益 1,900,656 2,135,735

特別損失   

会員権評価損 14,632 －

退職給付制度終了損 9,831 －

特別損失合計 24,464 －

税引前当期純利益 1,876,192 2,135,735

法人税、住民税及び事業税 894,728 937,552

法人税等調整額 △23,587 △7,471

法人税等合計 871,141 930,081

当期純利益 1,005,050 1,205,653
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 600,000 600,000

当期変動額   

新株の発行 － 500,025

当期変動額合計 － 500,025

当期末残高 600,000 1,100,025

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 300,000 300,000

当期変動額   

新株の発行 － 500,025

当期変動額合計 － 500,025

当期末残高 300,000 800,025

資本剰余金合計   

当期首残高 300,000 300,000

当期変動額   

新株の発行 － 500,025

当期変動額合計 － 500,025

当期末残高 300,000 800,025

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 40,590 40,590

当期末残高 40,590 40,590

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 1,880,000 1,880,000

当期末残高 1,880,000 1,880,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,198,165 2,077,215

当期変動額   

剰余金の配当 △126,000 △157,500

当期純利益 1,005,050 1,205,653

当期変動額合計 879,050 1,048,153

当期末残高 2,077,215 3,125,369

利益剰余金合計   

当期首残高 3,118,755 3,997,805

当期変動額   

剰余金の配当 △126,000 △157,500

当期純利益 1,005,050 1,205,653

㈱アサンテ（6073）平成25年３月期決算短信（非連結）

13



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当期変動額合計 879,050 1,048,153

当期末残高 3,997,805 5,045,959

株主資本合計   

当期首残高 4,018,755 4,897,805

当期変動額   

新株の発行 － 1,000,050

剰余金の配当 △126,000 △157,500

当期純利益 1,005,050 1,205,653

当期変動額合計 879,050 2,048,203

当期末残高 4,897,805 6,946,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 14,482 15,535

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,052 33,051

当期変動額合計 1,052 33,051

当期末残高 15,535 48,586

評価・換算差額等合計   

当期首残高 14,482 15,535

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,052 33,051

当期変動額合計 1,052 33,051

当期末残高 15,535 48,586

純資産合計   

当期首残高 4,033,238 4,913,341

当期変動額   

新株の発行 － 1,000,050

剰余金の配当 △126,000 △157,500

当期純利益 1,005,050 1,205,653

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,052 33,051

当期変動額合計 880,103 2,081,254

当期末残高 4,913,341 6,994,595
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,876,192 2,135,735

減価償却費 114,923 120,675

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,798 486

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,602 28,020

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,808 －

前払年金費用の増減額（△は増加） 15,567 △9,289

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,674 14,913

受取利息及び受取配当金 △1,222 △1,340

補助金収入 － △8,730

支払利息 25,376 19,330

株式公開費用 － 34,759

リース解約損 8,648 6,796

会員権評価損 14,632 －

退職給付制度終了損 9,831 －

売上債権の増減額（△は増加） △358,314 △165,964

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,286 △6,776

仕入債務の増減額（△は減少） 54,291 5,595

未払消費税等の増減額（△は減少） 46,101 △18,649

その他 182,748 △10,592

小計 1,981,757 2,144,968

利息及び配当金の受取額 1,222 1,340

利息の支払額 △24,759 △19,033

法人税等の支払額 △528,118 △1,075,304

補助金の受取額 － 8,730

保険金の受取額 12,727 6,884

リース解約損の支払額 △8,148 △6,946

その他 △4,000 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,430,681 1,060,639

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △24,500 △39,774

その他 △22,926 △33,496

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,427 △73,271

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 590,000 390,000

長期借入金の返済による支出 △761,232 △546,332

株式の発行による収入 － 995,316

株式公開費用の支出 － △33,759

配当金の支払額 △126,000 △157,500

その他 △25,016 △32,472

財務活動によるキャッシュ・フロー △322,248 615,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,061,005 1,602,620

現金及び現金同等物の期首残高 896,387 1,957,393

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,957,393 ※1  3,560,013
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該当事項はありません。 

  

１．有価証券の評価基準及び評価方法 
(1)子会社株式 

移動平均法による原価法によっております。 
(2)その他有価証券 

時価のあるもの 
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によっております)。 
時価のないもの 
移動平均法による原価法によっております。 

  
２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法によっております。 
  
３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 
(1)製品、原材料 

移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)によっております。 
(2)貯蔵品 

終仕入原価法(収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)によっております。 
  
４. 固定資産の減価償却の方法 
(1)有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法によっております。 
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によってお

ります。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物(建物附属設備を含む)  ３～65年 
構築物                    ７～40年 

(会計方針の変更) 
(会計上の見積も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、当事業年度より、平成24年４月１日以後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。 
この変更に伴う影響額は、軽微であります。 

(2)無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法によっております。 
ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によ

っております。 
(3)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっております。 
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年８月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
  

（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(重要な会計方針)
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５. 重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。 
  

６. 引当金の計上基準 
(1)貸倒引当金 

期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。 

(2)賞与引当金 
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属

する額を計上しております。 
(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。ただし、当事業年度末においては、確定給付企業年金制度の年金掛金の拠出額が退
職給付費用を超過するため、前払年金費用として、投資その他の資産に計上しております。 
なお、数理計算上の差異については、その発生時の翌事業年度から１年で費用処理することとしてお

ります。 
(4)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 
  
７. ヘッジ会計の方法 
(1)ヘッジ会計の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理によっておりま
す。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段………金利スワップ 
ヘッジ対象………借入金の金利変動リスク 

(3)ヘッジ方針 
基本的に将来の金利変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行なわない方針であり

ます。 
(4)ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため有効性の評価を省略しておりま
す。 

  
８. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で
あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。 

  
９. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
(1)消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
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※１. 担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。 
担保資産 

 
  

担保付債務 

 
  
２．当社は、運転資金の効率的な調達を行なうため、取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しており
ます。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 
  

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は44.0％一般管理費に属する費用のおおよその割合は56.0％で
あります。 
主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
  
※２．前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

一般管理費に含まれる研究開発費は21,236千円であります。 
  
当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 
一般管理費に含まれる研究開発費は8,965千円であります。 

  

前事業年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 
１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 
  

３．新株予約権等に関する事項 

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

建物 663,654千円 629,984千円

土地 2,754,634千円 2,754,634千円

計 3,418,289千円 3,384,619千円

前事業年度 
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

短期借入金 70,000千円 70,000千円

１年内返済予定の長期借入金 417,325千円 341,072千円

長期借入金 803,676千円 735,064千円

計 1,291,001千円 1,146,136千円

前事業年度 
(平成24年３月31日)

当事業年度 
(平成25年３月31日)

貸出コミットメントの総額 1,500,000千円 1,500,000千円

借入実行残高 ―千円 ―千円

差引額 1,500,000千円 1,500,000千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

給料及び手当 2,723,283千円 2,944,789千円

法定福利費 469,523千円 513,262千円

地代家賃 384,283千円 396,436千円

賞与引当金繰入額 180,170千円 198,927千円

減価償却費 112,774千円 114,072千円

退職給付費用 89,278千円 86,905千円

役員退職慰労引当金繰入額 14,893千円 14,913千円

貸倒引当金繰入額 3,632千円 685千円

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 10,500 ― ― 10,500
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該当事項はありません。 
  
４．配当に関する事項 

 
  

 
  
当事業年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 
１．発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

公募増資による増加           1,000千株 

ストック・オプションの権利行使による増加 466千株 

  

２．自己株式に関する事項 
該当事項はありません。 
  

３．新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

  
４．配当に関する事項 

 
  

次のとおり決議を予定しております。 

 
  

※１．現金及び現金同等物の期末残高と、貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
  

該当事項はありません。 

(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

平成23年６月27日 

定時株主総会
普通株式 126,000千円 12円 平成23年３月31日 平成23年６月28日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議
株式の 

種類
配当の原資 配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成24年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 157,500千円 15円 平成24年３月31日 平成24年６月27日

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 10,500 1,466 ― 11,966

(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

平成24年６月26日 
定時株主総会

普通株式 157,500千円 15円 平成24年３月31日 平成24年６月27日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議
株式の 
種類

配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成25年６月25日 
定時株主総会

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

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

現金及び預金勘定 1,957,393千円 3,560,013千円

現金及び現金同等物 1,957,393千円 3,560,013千円

(持分法損益等)
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１.報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているもので
あります。 

当社は、本社にサービス別の事業部を置き、各事業部は包括的な戦略を立案し、事業活動を展開して
おります。 

従って、当社は事業部を基礎としたサービス別セグメントから構成されており、「ＨＡ事業」及び
「ＴＳ事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「ＨＡ事業」は、主に木造家屋を対象とした、白蟻防除施工・床下等換気システム施工・家屋補強シ
ステム施工・基礎補修施工等を販売しております。「ＴＳ事業」は、主にオフィスビル、飲食店等の法
人所有物件を対象とした、害虫・害獣の防除施工等を販売しております。 

  
２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、負債その他の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一で
あります。 

当社は報告セグメントの資産及び負債の情報について、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績評
価に使用していないため、報告セグメントごとの資産及び負債の記載を省略しております。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 
（減価償却方法の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後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。 

この変更に伴う各報告セグメントに与える影響額は、軽微であります。 
  

３.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、負債その他の金額に関する情報 
前事業年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 
(注)  セグメント利益の調整額は全社費用△1,131,124千円であります。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。 

  

当事業年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

 
(注)  セグメント利益の調整額は全社費用△1,160,762千円であります。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。 

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

(単位：千円)

報告セグメント
調整額(注) 財務諸表計上額

ＨＡ事業 ＴＳ事業 計

売上高
外部顧客への売上高

 
10,982,312

 
216,752

 
11,199,065

 
－

 
11,199,065

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ － － － －

計 10,982,312 216,752 11,199,065 － 11,199,065

セグメント利益 3,053,260 7,670 3,060,931 △1,131,124 1,929,806

その他の項目

減価償却費 55,927 1,480 57,407 57,515 114,923

(単位：千円)

報告セグメント
調整額(注) 財務諸表計上額

ＨＡ事業 ＴＳ事業 計

売上高
外部顧客への売上高

 
11,863,446

 
215,623

 
12,079,070

 
－

 
12,079,070

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

－ － － － －

計 11,863,446 215,623 12,079,070 － 12,079,070

セグメント利益 3,346,080 3,079 3,349,160 △1,160,762 2,188,397

その他の項目

減価償却費 56,533 1,655 58,188 62,486 120,675
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(注) １．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権はありますが、当社株式は

非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 467円94銭 584円54銭

１株当たり当期純利益金額 95円72銭 114円42銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

― 108円20銭

項目
前事業年度

（自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日）

当事業年度
（自  平成24年４月１日

至  平成25年３月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 1,005,050 1,205,653

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,005,050 1,205,653

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,500 10,536

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

普通株式増加数（千株） ― 605

(うち新株予約権)（千株） ― (605)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概
要

新株予約権１種類(新株

予約権の目的となる株式

の数 888,900株)

―

項目
前事業年度 

（平成24年３月31日）
当事業年度 

（平成25年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 4,913,341 6,994,595

普通株式に係る純資産額（千円） 4,913,341 6,994,595

普通株式の発行済株式数（千株） 10,500 11,966

普通株式の自己株式数（千株） ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 
(千株)

10,500 11,966

(重要な後発事象)
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該当事項はありません。 

５．その他
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