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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 1,778 △2.6 △42 － △43 － △49 － △49 － △48 －

2021年３月期第３四半期 1,826 3.6 15 － 14 － 9 － 9 － 8 －

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2022年３月期第３四半期 △6.27 △6.27

2021年３月期第３四半期 1.27 1.25

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 4,441 2,909 2,909 65.5

2021年３月期 4,399 2,891 2,891 65.7

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

2021年３月期 － 0.00 － 2.00 2.00

2022年３月期 － 0.00 －

2022年３月期（予想） 2.00 2.00

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,550 1.8 20 △60.0 13 △69.8 1.65

１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年12月31日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期３Ｑ 7,951,100株 2021年３月期 7,947,100株

②  期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 18株 2021年３月期 70,918株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 7,919,549株 2021年３月期３Ｑ 7,856,609株

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：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                  ：無

（３）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料P.2「１．当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に

関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間における当社グループの概況としましては、グループ各社とのシナジー効果創生に向

けて積極的に取り組むとともに、デジタルトランスフォーメーション（DX）推進に向けたサービスの強化、オンラ

イン電子申請システム「ez-GoV」及び人事労務システム連携グループウェア「ez-JobTools」等の新規サービスの

提供及び研究開発活動を継続的に行ってまいりました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間における売上収益は1,778,991千円（前年同期比2.6%減）となり、利益面

につきましては、新規事業への投資及び新技術の研究開発活動による先行費用の発生等により、営業損失42,006千

円（前年同期は営業利益15,597千円）、親会社の所有者に帰属する四半期損失は49,645千円（前年同期は親会社の

所有者に帰属する四半期利益9,957千円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末の総資産につきましては、現金及び現金同等物が88,741千円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末と比べ42,911千円増加し、4,441,952千円となりました。

　また、負債につきましては、決済代行サービスにおける営業債務が増加したこと等により、1,532,410千円（前

連結会計年度末比25,093千円増加）となりました。資本につきましては、配当金の支払を実施いたしましたが、新

株予約権の行使による自己株式の処分を実施したこと等により、前連結会計年度末と比べ17,818千円増加し、

2,909,541千円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、当初予想の範囲内で推移しているとともに、当社グループにおける売上収益及び

利益につきましては第４四半期に集中する傾向にあります。そのため、2021年５月14日発表「2021年３月期　決算

短信〔ＩＦＲＳ〕」で公表いたしました通期業績予想に変更はございません。

- 2 -

㈱ASJ（2351）　2022年3月期第3四半期決算短信



前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2021年12月31日）

千円 千円

資産

流動資産

現金及び現金同等物 845,307 934,049

営業債権及びその他の債権 606,853 534,596

棚卸資産 67,661 88,863

その他の流動資産 41,694 45,153

流動資産合計 1,561,517 1,602,662

非流動資産

有形固定資産 1,604,696 1,568,147

のれん 295,728 295,728

無形資産 756,642 795,725

その他の金融資産 177,460 177,629

繰延税金資産 1,367 1,303

その他の非流動資産 1,627 755

非流動資産合計 2,837,522 2,839,289

資産合計 4,399,040 4,441,952

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2021年12月31日）

千円 千円

負債及び資本

負債

流動負債

借入金 181,008 181,008

営業債務及びその他の債務 472,036 527,449

その他の金融負債 26,678 26,620

前受金 236,361 234,274

未払法人所得税等 24,102 12,700

引当金 35,952 35,952

その他の流動負債 103,159 113,155

流動負債合計 1,079,298 1,131,161

非流動負債

借入金 89,475 80,136

その他の金融負債 97,183 76,677

退職給付に係る負債 133,361 140,624

引当金 26,300 26,336

繰延税金負債 76,899 72,136

その他の非流動負債 4,800 5,339

非流動負債合計 428,019 401,249

負債合計 1,507,317 1,532,410

資本

資本金 1,373,833 1,375,538

資本剰余金 1,245,856 1,294,841

自己株式 △31,747 △8

その他の資本の構成要素 80,960 81,747

利益剰余金 222,819 157,422

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,891,722 2,909,541

資本合計 2,891,722 2,909,541

負債及び資本合計 4,399,040 4,441,952
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 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

千円 千円

売上収益 1,826,003 1,778,991

売上原価 △1,186,282 △1,174,891

売上総利益 639,720 604,099

販売費及び一般管理費 △625,676 △646,040

その他の収益 5,130 1,400

その他の費用 △3,577 △1,464

営業利益又は営業損失（△） 15,597 △42,006

金融収益 47 87

金融費用 △1,551 △1,609

税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） 14,094 △43,528

法人所得税費用 △4,136 △6,117

四半期利益又は四半期損失（△） 9,957 △49,645

四半期利益又は四半期損失（△）の帰属

親会社の所有者 9,957 △49,645

非支配持分 － －

四半期利益又は四半期損失（△） 9,957 △49,645

１株当たり四半期利益又は四半期損失（△）

基本的１株当たり四半期又は四半期損失（△）

（円）
1.27 △6.27

希薄化後１株当たり四半期利益又は四半期損失

（△）（円）
1.25 △6.27

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結損益計算書）
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 前第３四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

千円 千円

四半期利益又は四半期損失（△） 9,957 △49,645

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金

融資産
84 117

純損益に振り替えられることのない項目合計 84 117

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △1,078 669

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △1,078 669

税引後その他の包括利益 △994 787

四半期包括利益 8,963 △48,858

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 8,963 △48,858

非支配持分 － －

四半期包括利益 8,963 △48,858

（要約四半期連結包括利益計算書）
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括利益
を通じて公正価値
で測定する金融資
産

在外営業活動体の
換算差額

千円 千円 千円 千円 千円

2020年４月１日時点の残高 1,373,833 1,236,586 △42,491 74,299 △825

四半期利益 － － － － －

その他の包括利益 － － － 84 △1,078

四半期包括利益合計 － － － 84 △1,078

自己株式の処分 － 9,270 10,744 － －

配当金 － － － － －

所有者との取引額合計 － 9,270 10,744 － －

2020年12月31日時点の残高 1,373,833 1,245,856 △31,747 74,383 △1,903

親会社の所有者に帰属する持分

合計
その他の資本の構

成要素
利益剰余金 合計

合計

千円 千円 千円 千円

2020年４月１日時点の残高 73,474 195,050 2,836,453 2,836,453

四半期利益 － 9,957 9,957 9,957

その他の包括利益 △994 － △994 △994

四半期包括利益合計 △994 9,957 8,963 8,963

自己株式の処分 － － 20,014 20,014

配当金 － △15,704 △15,704 △15,704

所有者との取引額合計 － △15,704 4,310 4,310

2020年12月31日時点の残高 72,480 189,303 2,849,726 2,849,726

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

その他の包括利益
を通じて公正価値
で測定する金融資
産

在外営業活動体の
換算差額

千円 千円 千円 千円 千円

2021年４月１日時点の残高 1,373,833 1,245,856 △31,747 81,494 △534

四半期損失（△） － － － － －

その他の包括利益 － － － 117 669

四半期包括利益合計 － － － 117 669

新株の発行 1,705 1,604 － － －

自己株式の処分 － 47,380 31,739 － －

配当金 － － － － －

所有者との取引額合計 1,705 48,984 31,739 － －

2021年12月31日時点の残高 1,375,538 1,294,841 △8 81,612 134

親会社の所有者に帰属する持分

合計
その他の資本の構

成要素
利益剰余金 合計

合計

千円 千円 千円 千円

2021年４月１日時点の残高 80,960 222,819 2,891,722 2,891,722

四半期損失（△） － △49,645 △49,645 △49,645

その他の包括利益 787 － 787 787

四半期包括利益合計 787 △49,645 △48,858 △48,858

新株の発行 － － 3,309 3,309

自己株式の処分 － － 79,119 79,119

配当金 － △15,752 △15,752 △15,752

所有者との取引額合計 － △15,752 66,676 66,676

2021年12月31日時点の残高 81,747 157,422 2,909,541 2,909,541

当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）
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（４）要約四半期連結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）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用し

た会計方針と同一であります。

　なお、一部の基準書において軽微な変更がありましたが、当社グループの業績及び財政状態に重要な影響はありま

せん。
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