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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31期

第１四半期
連結累計期間

第32期
第１四半期
連結累計期間

第31期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 338,411 316,015 1,365,687

経常利益又は経常損失（△） （千円） 2,588 △11,008 8,220

四半期（当期）純損失 （千円） △1,651 △11,846 △95,236

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △722 △12,172 △93,473

純資産額 （千円） 2,196,868 2,079,240 2,104,117

総資産額 （千円） 2,896,149 2,776,631 2,820,916

１株当たり四半期（当期）純損失

金額
（円） △0.26 △1.86 △14.94

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 75.9 74.9 74.6

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該

株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期（当期）純損失金額」を算定しております。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、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。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、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】

　　文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の金融経済対策により、緩やかな回復基調にあるもの

の、消費税の増税に伴う駆け込み需要の反動や、新興国経済の成長鈍化に見られる世界経済への影響、原材料等の

価格上昇による影響が懸念されることから、先行き不透明な状況が続いております。

このような経済状況のなか、当社グループでは、高い成長市場にあります「クラウドサービス」「決済代行サー

ビス」「スマートフォン関連サービス」の拡充に注力しつつ、新たな事業領域の確立を目指し、成長戦略への準備

を積極的に進めております。

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は316,015千円（前年同期比6.6%減）となりました。利益

面では、将来に向けた積極的な取組みとしての、研究開発費等の増加により営業損失11,102千円（前年同期は、営

業利益2,573千円）、経常損失11,008千円（前年同期は、経常利益2,588千円）、四半期純損失11,846千円（前年同

期は、四半期純損失1,651千円）となりました。

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3）研究開発活動

　　当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発要員の増強を行ったこと等により、研究開発活動の

金額は、8,774千円（前年同期は、3,670千円）となりました。

(4）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループにおける経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現

状と見通しにつきましては重要な変更はありません。

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　①財政政策

当社グループは、当第１四半期連結会計期間末現在、現金預金残高が735,901千円、有利子負債が350,000千円と

実質無借金経営を継続しております。

　②財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、流動資産のその他に含まれております未収入金が、前連

結会計年度末と比べ31,152千円減少していること等から、前連結会計年度末と比べ44,284千円減少し2,776,631千

円となりました。負債につきましても、流動負債のその他に含まれております未払金が、前連結会計年度末と比べ

24,930千円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ19,407千円減少し697,391千円となりました。純資産

につきましては、四半期純損失の計上や配当を実施したこと等から、前連結会計年度末と比べ24,876千円減少し

2,079,240千円となりました。
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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 26,400,000

計 26,400,000

 

②【発行済株式】

種　類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月８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 7,253,500 7,253,500
東京証券取引所

マザーズ

単元株式数は100株であ

ります。

計 7,253,500 7,253,500 － －

 

（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26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 7,253,500 － 919,250 － 229,812

 

（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。
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（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（平成26年３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】

平成26年６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　　901,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　6,351,900 63,512 －

単元未満株式 普通株式　　　　300 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 7,253,500 － －

総株主の議決権 － 63,512 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。なお、「議決権の数」欄に

は、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれておりません。

 

②【自己株式等】

平成26年６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（％）

株式会社ＡＳＪ
埼玉県川口市栄町

３丁目２－１６
901,300 － 901,300 12.43

計 － 901,300 － 901,300 12.43

 

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】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「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）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１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、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。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 853,345 735,901

受取手形及び売掛金 26,289 18,270

有価証券 － 99,960

商品及び製品 36,642 39,282

仕掛品 334 75

原材料及び貯蔵品 4,485 3,407

その他 166,534 150,615

貸倒引当金 △25 △25

流動資産合計 1,087,605 1,047,488

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 584,342 578,095

土地 793,720 793,720

その他（純額） 20,154 20,259

有形固定資産合計 1,398,216 1,392,074

無形固定資産   

のれん 35,356 31,581

その他 163,084 168,536

無形固定資産合計 198,441 200,117

投資その他の資産 136,652 136,950

固定資産合計 1,733,310 1,729,143

資産合計 2,820,916 2,776,631
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 52,983 50,568

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 12,037 2,337

賞与引当金 － 16,770

その他 296,018 272,077

流動負債合計 711,039 691,753

固定負債 5,760 5,638

負債合計 716,799 697,391

純資産の部   

株主資本   

資本金 919,250 919,250

資本剰余金 872,031 872,031

利益剰余金 717,499 692,948

自己株式 △403,265 △403,265

株主資本合計 2,105,516 2,080,965

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 25 28

為替換算調整勘定 △1,425 △1,753

その他の包括利益累計額合計 △1,399 △1,725

純資産合計 2,104,117 2,079,240

負債純資産合計 2,820,916 2,776,631

 

EDINET提出書類

株式会社ＡＳＪ(E05324)

四半期報告書

 8/15



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 338,411 316,015

売上原価 176,774 169,971

売上総利益 161,637 146,044

販売費及び一般管理費 159,063 157,147

営業利益又は営業損失（△） 2,573 △11,102

営業外収益   

受取利息及び配当金 517 399

その他 279 280

営業外収益合計 796 679

営業外費用   

支払利息 574 569

自己株式取得費用 182 －

その他 23 15

営業外費用合計 780 584

経常利益又は経常損失（△） 2,588 △11,008

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
2,588 △11,008

法人税、住民税及び事業税 4,240 838

法人税等合計 4,240 838

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,651 △11,846

四半期純損失（△） △1,651 △11,846
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,651 △11,846

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 43 2

為替換算調整勘定 885 △327

その他の包括利益合計 928 △325

四半期包括利益 △722 △12,172

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △722 △12,172

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

期連結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。）、のれんの償却額及び負の

のれんの償却額は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費 28,869千円 22,842千円

のれんの償却額 3,774千円 3,774千円

負ののれんの償却額 109千円 109千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

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25年６月21日

定時株主総会
普通株式 12,894 200  平成25年３月31日  平成25年６月24日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

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26年６月24日

定時株主総会
普通株式 12,704 2  平成26年３月31日  平成26年６月25日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 ネットサービス事業 その他事業 合計

売上高    

外部顧客への売上高 335,378 3,033 338,411

セグメント間の内部売上高又は振替高 － 1,004 1,004

計 335,378 4,037 339,415

セグメント利益 64,758 2,522 67,281
 
 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 67,281  

全社費用（注） △64,707  

四半期連結損益計算書の営業利益 2,573  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理営業部門に係る一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 ネットサービス事業 その他事業 合計

売上高    

外部顧客への売上高 312,982 3,033 316,015

セグメント間の内部売上高又は振替高 － 1,040 1,040

計 312,982 4,073 317,056

セグメント利益 54,366 2,662 57,028
 
 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額  

報告セグメント計 57,028  

全社費用（注） △68,131  

四半期連結損益計算書の営業損失 △11,102  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理営業部門に係る一般管理費であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 26銭 1円86銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 1,651 11,846

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損失金額（千円） 1,651 11,846

普通株式の期中平均株式数（株） 6,444,068 6,352,200

（注１）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。

（注２）平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株

式分割が行われたと仮定して「１株当たり四半期純損失金額」を算定しております。

 

（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26年８月８日

株式会社ＡＳＪ

取締役会　御中

 

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 川口　宗夫　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大和　哲夫　　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ＡＳＪ

の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平成26

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

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連結財務諸表を

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連結財務諸表に対する

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＡＳＪ及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結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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