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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第1四半期 3,513 ― 416 ― 474 ― 78 ―

20年3月期第1四半期 3,759 3.0 621 △4.9 673 △4.9 367 △10.3

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

21年3月期第1四半期 3.33 3.04
20年3月期第1四半期 15.33 14.25

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

21年3月期第1四半期 29,229 18,295 62.6 787.11
20年3月期 30,363 19,296 63.6 818.96

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  18,295百万円 20年3月期  19,296百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 40.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 20.00 20.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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2四半期連結累計期間 6,960 ― 840 ― 940 ― 530 ― 22.71
通期 14,000 △9.6 1,880 △26.4 2,060 △27.3 1,150 27.9 49.36

4.  その他 
(1) 期中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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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もの） 

（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
（1）平成20年４月３日公表致しました連結業績予想は、自己株式数の変動に伴い１株当たり当期純利益につき変更しており、その他の業績予想数値は変更しておりませ
ん。 
（2）業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数値が異なる可能性があります。なお、業績予想の前提とな
る仮定及び業績予想に関する注記事項等につきましては、２ページ「【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報」をご参考下さい。 
（3）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適指針第１
４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  26,906,346株 20年3月期  26,906,346株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,661,962株 20年3月期  3,344,462株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  23,412,684株 20年3月期第1四半期  23,942,204株
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【定性的情報・財務諸表等】

1．連結経営成績に関する定性的情報

  当第1四半期における我が国経済は、長期化する原油、原材料価格の高騰が企業収益を圧迫し、景況感は悪化すると

ともに、また、原材料高騰の影響で広がる物価上昇から消費の減速懸念も高まり、景気は足踏み状態を維持しながらも先

行き不透明感を強めながら推移してまいりました。

　また、当社グループ関連業界につきましては、改正建築基準法施行の影響は収束しつつあるもののその混乱による余

波は続いており、建築着工件数は依然昨年を下回る水準で推移し、また、原油、資材高に伴うコストアップが収益を圧迫

するなど、業界全体が厳しい環境のなかで推移してまいりました。

　このようななか、当社グループはファブレスメーカーとしての特性を活かした新規商品の開発に努め、住宅関連、商業、

一般建築など様々な需要先に対して積極的な営業活動を行うとともに、新規顧客や新規需要先への取り組みに注力して

まいりましたが、建築着工件数の回復遅れの影響もあり、この第1四半期は前年同期を下回る水準で推移してまいりました。

　この結果、第1四半期（4月～6月）の連結経営成績につきましては、売上高は3,513百万円、営業利益は416百万円、

経常利益は474百万円となり、四半期純利益は78百万円となりました

　なお、セグメント別では、建材関連事業の売上高は2,985百万円、ホームセンターへのガーデニング商品の卸売り販売

であるHRB事業の売上高は528百万円となりました。

2．連結財政状態に関する定性的情報

①資産負債の増減

　当第1四半期末における資産総額は前連結会計年度末に比べ1,134百万円減少の29,229百万円となりました。また、

負債総額は前連結会計年度末に比べ133百万円減少の10,933百万円、純資産は前連結会計年度末に比べ1,000百万円

減少の18,295百万円となり、この結果、自己資本比率は62.6％となりました。

②連結キャッシュ・フロー

　当第1四半期連結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、前連結会計年度末に比べ1,242

百万円減少の2,659百万円となりました。なお、当四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のと

おりであります。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前四半期純利益は186百万円となりましたが、売上債権の減少が197百万円、たな卸資産の増加が429百万

円、また、法人税等の支払額が647百万円となり、営業活動により支出した資金は260百万円となりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、本社及び支店ショールーム改装を中心とした設備投資による支出が104百万円、

投資有価証券の取得による支出が870百万円ありますが、投資有価証券の売却による収入1,102百万円により、118百万

円の収入となりました。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は1,101百万円であり、その主な内訳は長期借入金の返済133百万円、配当金の支払　　　

768百万円、並びに自己株式の取得200百万円の支出があります。

3．連結業績予想に関する定性的情報

　業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異なる

可能性があります。なお、業績予想につきましては、自己株式取得により１株予想は変更しておりますが、その他の業績予

想数値は平成20年4月3日公表時から変更しておりません。
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4.その他

（1）期中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）

　  該当事項はありません。

（2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　①棚卸資産の評価方法

　　当第1四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として

　合理的な方法により算定する方法によっております。

（3）四半期連結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

　①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準

　の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務

　諸表を作成しております。

　②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、当第1四

　半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、

　主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しておりま

　す。なお、従来の方法によった場合と比べ、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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（1）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,659,402 3,902,246

受取手形及び売掛金 4,202,395 4,400,109

商品 3,803,152 3,384,556

仕掛品 2,928 5,779

その他 752,574 236,506

貸倒引当金 △ 21,205 △ 15,774

流動資産合計 11,399,248 11,913,423

固定資産

有形固定資産

　 建物及び構築物 6,123,858 6,178,145

　 土地 9,018,336 8,982,642

　 その他 210,243 216,810

   有形固定資産合計 15,352,437 15,377,597

無形固定資産 210,429 214,591

投資その他の資産

　 投資有価証券 1,744,014 1,797,834

　 その他 532,985 1,066,841

　 貸倒引当金 △ 9,971 △ 7,049

   投資その他の資産合計 2,267,029 2,857,626

固定資産合計 17,829,896 18,449,814

資産合計 29,229,145 30,363,238

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年3月31日）

当第1四半期連結会計期間末
（平成20年6月30日）

 5.四半期連結財務諸表

-4-



（株）アドヴァン（7463）平成21年3月期　第1四半期決算短信

（単位：千円）

負債の部

流動負債

買掛金 197,408 216,373

短期借入金 532,800 532,800

未払法人税等 44,441 680,006

賞与引当金 129,700 76,280

役員賞与引当金 18,625 114,919

その他 1,178,377 305,572

流動負債合計 2,101,352 1,925,952

固定負債

社債 3,000,000 3,000,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 3,000,000

長期借入金 2,752,000 2,885,200

役員退職慰労引当金 23,038 21,711

その他 56,848 234,223

固定負債合計 8,831,887 9,141,135

負債合計 10,933,239 11,067,087

純資産の部

株主資本

資本金 12,500,000 12,500,000

資本剰余金 2,230,972 2,230,972

利益剰余金 7,386,825 8,251,268

自己株式 △ 3,727,481 △ 3,528,106

株主資本合計 18,390,316 19,454,135

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 94,410 △ 151,740

繰延ヘッジ損益 -                                       △ 6,243

評価・換算差額等合計 △ 94,410 △ 157,983

純資産合計 18,295,905 19,296,151

負債純資産合計 29,229,145 30,363,238

当第1四半期連結会計期間末
（平成20年6月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年3月31日）
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（2）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）

当第1四半期連結累計期間
（自　平成20年　4月1日
至　平成20年6月30日）

売上高 3,513,669

売上原価 2,018,728

売上総利益 1,494,941

販売費及び一般管理費

給料 281,429

減価償却費 118,918

賞与引当金繰入額 47,100

役員賞与引当金繰入額 17,800

貸倒引当金繰入額 8,827

その他 604,452

販売費及び一般管理費合計 1,078,528

営業利益 416,412

営業外収益

受取配当金 33,152

その他 55,798

営業外収益合計 88,950

営業外費用

支払利息 29,939

その他 1,095

営業外費用合計 31,034

経常利益 474,328

特別利益

投資有価証券売却益 107,470

特別利益合計 107,470

特別損失

固定資産処分損 14,534

投資有価証券売却損 9,119

投資有価証券評価損 16,843

役員退職慰労金 354,750

特別損失合計 395,246

税金等調整前四半期純利益 186,551

法人税、住民税及び事業税 40,677

法人税等調整額 67,842

法人税等合計 108,519

四半期純利益 78,031
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（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

            （単位：千円）

当第1四半期連結累計期間
（自　平成20年4月1日
至　平成20年6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 186,551
減価償却費 118,918
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,327
賞与引当金の増減額（△は減少） 53,420
役員賞与引当金の増減額(△は減少） 17,800
貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,352
受取利息及び受取配当金 △ 35,025
支払利息 29,939
自己株式関連費用 697
為替差損益（△は益） 185
固定資産処分損 14,534
役員退職慰労金 354,750

投資有価証券売却損益（△は益） △ 98,350

投資有価証券評価損 16,843
売上債権の増減額（△は増加） 197,714
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 429,981
仕入債務の増減額（△は減少） △ 48,307
その他 △ 20,113
   小計 369,255
利息及び配当金の受取額 35,025
利息の支払額 △ 17,156
法人税等の支払額 △ 647,346

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 260,222
投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産取得による支出 △ 104,131
投資有価証券の取得による支出 △ 870,829
投資有価証券の売却による収入 1,102,281
その他 △ 8,443

   投資活動によるキャッシュ・フロー 118,877
財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △ 133,200

自己株式の取得による支出 △ 200,072

配当金の支払額 △ 768,226

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,101,499

現金及び現金同等物の増減額 △ 1,242,843

現金及び現金同等物の期首残高 3,902,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,659,402
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　　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。

（4）継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。
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（5）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　当第1四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）
（単位：千円）

建材関連事業 HRB事業 不動産賃貸事業 その他の事業 計 消去又は全社 連           結

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 2,985,108      528,561       -                -               3,513,669   -               3,513,669      

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                257,801       88,206       346,008     (346,008) -                  

計 2,985,108      528,561       257,801       88,206       3,859,677   (346,008) 3,513,669      

営業利益 461,165        34,754        117,581       15,806 629,308     (212,896) 416,412         

（注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称

１．事業区分の方法  ： 商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品等

　　　　　　　　　　　
石材、タイル、新建材、及び工事等

ホームセンター向けガーデニング関連商品

本社ビル、流通センター等の賃貸

倉庫業

3．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、当第1四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しており

ます。なお、従来の方法によった場合と比べ、各事業別セグメントにおける営業利益へ与える影響はありません。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第1四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　該当事項はありません。

不動産賃貸事業

その他の事業

事 業 区 分 主 要 な商品

建材関連事業

HRB事業
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前第1四半期にかかる財務諸表

（1）（要約）四半期連結損益計算書

前第1四半期連結累計期間（平成19年4月1日～6月30日）

（単位：千円）

期  別 前第1四半期連結累計期間
（自　平成19年　4月1日
至　平成19年6月30日）

金額

   売上高 3,759,797

   売上原価 2,159,768

   売上総利益 1,600,029

   販売費及び一般管理費 978,149

   営業利益 621,880

   営業外収益

受取利息 1,016

受取配当金 25,088

賃貸収入 6,254

受取運賃収入 28,143

仕入割引高 7,067

その他の営業外収益 5,663

営業外収益合計 73,234

   営業外費用

支払利息 21,100

為替差損 114

その他 193

営業外費用合計 21,409

   経常利益 673,705

   特別利益

固定資産売却益 1,000

貸倒引当金戻入益 1,562

特別利益合計 2,562

   特別損失

固定資産処分損 40,900

   特別損失合計 40,900

   税金等調整前四半期純利益 635,367

   法人税、住民税及び事業税 242,497

   法人税等調整額 25,865

   四半期純利益 367,004

   科  目

「参考資料」

-10-



（株）アドヴァン（7463）平成21年3月期　第1四半期決算短信

（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第1四半期連結累計期間（平成19年4月1日～6月30日）

            （単位：千円）

期         別 前第１四半期連結累計期間

項         目
　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 635,367
減価償却費 99,001
役員退職慰労引当金の増減額 △ 223,602
賞与引当金の増減額 △ 32,500
貸倒引当金の増減額 △ 2,993
受取利息及び受取配当金 △ 26,105
支払利息 21,100
為替差損益 114
固定資産売却益 △ 1,000
固定資産処分損 40,900

376,797
たな卸資産の増減額 △ 690,353
仕入債務の増減額 △ 96,028
未払消費税等の増減額 △ 71,628
未払費用の増減額 22,789
その他の資産負債の増減額 374,138
   小計 425,995
利息及び配当金の受取額 26,105
利息の支払額 △ 12,547
法人税等の支払額 △ 837,084
   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 397,530

　 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産取得による支出 △ 597,029
有形固定資産売却による収入 1,000
無形固定資産取得による支出 △ 5,520
投資有価証券の取得による支出 △ 46,300
貸付金の回収による収入 559
その他 △ 29,798
   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 677,088

　 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による収入 2,000,000
長期借入金の返済による支出 △ 124,200
自己株式の取得による支出 △ 58
配当金の支払額 △ 957,688
   財務活動によるキャッシュ・フロー 918,052

　現金及び現金同等物に係る換算差額 -                                       

　現金及び現金同等物の増減額 △ 156,566

　現金及び現金同等物の期首残高 2,728,765

　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,572,199

売上債権の増減額

（自　平成19年4月1日
至　平成19年6月30日）
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（3）継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。

（4）セグメント情報
【事業の種類別セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間（平成19年4月1日～6月30日）

（単位：千円）

建材関連事業 HRB事業 不動産賃貸事業 その他の事業 計 消去又は全社 連           結

Ⅰ.売上高及び営業利益

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 3,246,825       512,972       -                -                3,759,797    -                3,759,797     

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                  -                215,895       79,288        295,183      (295,183) -                 

計 3,246,825       512,972       215,895       79,288        4,054,981    (295,183) 3,759,797     

営業費用 2,599,676       448,347       86,588        82,729        3,217,341    (79,423) 3,137,917     

営業利益（又は営業損失） 647,148         64,625        129,306       (3,440) 837,640      (215,759) 621,880       

（注１）事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称

１．事業区分の方法  ： 商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品等

　　　　　　　　　　　
石材、タイル、新建材、及び工事等

ホームセンター向けガーデニング関連商品

本社ビル、流通センター等の賃貸

倉庫業

（注２）営業経費のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、当社の総務経理部門等の管理部門に係る

         費用は190,006千円であります。

【所在地別セグメント情報】

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

　　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　　

不動産賃貸事業

その他の事業

事 業 区 分 主 要 な商品

建材関連事業

HRB事業
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