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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 7,125 ― 1,198 ― 1,284 ― 588 ―

20年3月期第2四半期 7,961 2.1 1,424 △4.3 1,531 △1.9 812 △10.0

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2四半期 25.22 22.99
20年3月期第2四半期 34.06 31.66

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2四半期 29,634 18,673 63.0 805.79
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2四半期  18,673百万円 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 ― 0.00 ― 40.00 40.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 14,000 △9.6 1,880 △26.4 2,060 △27.3 1,150 27.9 49.45

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  無  

(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日に公表致しました通期の連結業績予想は、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あ
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、3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。  

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2四半期  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2四半期  3,732,042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2四半期  23,321,973株 20年3月期第2四半期  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２四半期（6ヶ月）における我が国経済は、原油、原材料価格の高騰が企業収益や家計を圧迫するなど、景気の減速

懸念は一段と高まっており、また、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融不安の影響など、先行きの不透明感は

依然払拭されないまま推移してまいりました。

　当社グループ関連業界につきましても、改正建築基準法施行の影響により建築着工件数は未だ回復には至っておらず、

また、資材価格の高騰や不動産市況の悪化など、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・販売を行うとともに、仕入コ

ストの見直しや無駄を排除し効率性アップに努めるなど、収益改善に努めてまいりました。また、物流施設への先行投資も

販管費等を抑制させる要因となりました。

　事業別では、主力の建材関連事業につきましては、改正建築基準法施行による建築着工件数の大幅な減少の影響を受

け、住宅・マンションを中心に需要は大きく落ち込み、厳しい状況下で推移してまいりました。

　ホームセンター向け卸売り販売のＨＲＢ事業におきましては、繁忙期の4月は新商品導入を積極的に押し進めたことが売

上伸張に結びついた一方、8月は記録的な猛暑の影響で売上減となるなど、天候の影響を大きく受けました。また、利益面

では慢性的な原油高による運賃等の仕入コストアップなど厳しい状況の中で推移してまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間（6ヶ月）の経営成績につきましては、売上高は7,125百万円、営業利益は1,198

百万円、経常利益は1,284百万円となりました。なお、役員退職慰労金等を特別損失として計上した結果、四半期純利益

は588百万円となりました。

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2四半期末における資産総額は前連結会計年度末に比べ728百万円減少の29,634百万円となりました。また、

負債総額は前連結会計年度末に比べ106百万円減少の10,960百万円、純資産は前連結会計年度末に比べ622百万

円減少の18,673百万円となり、この結果、自己資本比率は63.0％となりました。

②連結キャッシュ・フロー

　当第2四半期連結累計期間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23百万

円減少の3,878百万円となりました。なお、当第2四半期連結累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1,027百万円となりましたが、売上債権の減少が336百万円、たな卸資産の増加が374百

万円、また、法人税等の支払額が648百万円となり、営業活動により得られた資金は108百万円となりました。

（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107百万円、

投資有価証券の取得による支出が871百万円ありますが、投資有価証券の売却による収入1,333百万円により、336百万

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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済が266百万円、配当金の支払が939百万円、また、自己株式の

取得による支出が241百万円ありますが、社債発行により資金調達を行いましたので、468百万円の支出となりました。

③自己株式市場買付状況
　株主還元等を主な目的に自己株式の市場買付を行っており、当第2四半期連結累計期間の実施状況は240百万円（387

千株）であります。
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3.連結業績予想に関する定性的情報

　下期における我が国経済は、景気は依然として先行き不透明感が強く、また、建築着工件数の低迷や不動産市況の悪化に

よる影響など、当社グループを取り巻く事業環境も引き続き厳しい状況で推移していくものと予想されます。

　このため、当第２四半期（6ヶ月）におきましては利益面での改善効果は見られたものの、下期も依然として不透明な事業環

境が続くことが予想されることから、通期の業績予想数値につきましては期首予想数値を据え置き、変更はしておりません。

　また、平成20年9月24日付で、当社連結子会社におきまして、固定資産の一部譲渡により約6億円の固定資産売却益が発生

する旨のプレスリリースを行っておりますが、本件が通期の連結業績に与える影響は現在精査中であり、具体的な数字が確定

次第、改めてお知らせいたします。

　なお、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。

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

　  該当事項はありません。

（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

　連結会計年度より「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。

-3-



（株）アドヴァン（7463）平成21年3月期　第2四半期決算短信

（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 3,878,742 3,902,246

受取手形及び売掛金 4,063,837 4,400,109

商品 3,757,772 3,384,556

仕掛品 2,797 5,779

その他 476,133 236,506

貸倒引当金 △ 30,169 △ 15,774

流動資産合計 12,149,113 11,913,423

固定資産

有形固定資産

　 建物及び構築物（純額） 6,024,735 6,178,145

　 土地 9,018,336 8,982,642

　 その他（純額） 199,851 216,810

   有形固定資産合計 15,242,923 15,377,597

無形固定資産 215,118 214,591

投資その他の資産

　 投資有価証券 1,423,522 1,797,834

　 その他 585,438 1,066,841

　 貸倒引当金 △ 2,652 △ 7,049

   投資その他の資産合計 2,006,309 2,857,626

固定資産合計 17,464,350 18,449,814

繰延資産 21,068 -                                       

資産合計 29,634,533 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2四半期連結会計期間末
（平成20年9月30日）

 5.四半期連結財務諸表
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（単位：千円）

負債の部

流動負債

買掛金 207,620 216,373

短期借入金 532,800 532,800

未払法人税等 127,600 680,006

賞与引当金 76,200 76,280

役員賞与引当金 37,250 114,919

その他 280,530 305,572

流動負債合計 1,262,002 1,925,952

固定負債

社債 4,000,000 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 2,618,800 2,885,200

役員退職慰労引当金 24,731 21,711

その他 55,390 234,223

固定負債合計 9,698,921 9,141,135

負債合計 10,960,924 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 7,896,949 8,251,268

自己株式 △ 3,768,718 △ 3,528,106

株主資本合計 18,859,204 19,454,135

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △ 183,376 △ 151,740

繰延ヘッジ損益 △ 2,218 △ 6,243

評価・換算差額等合計 △ 185,595 △ 157,983

純資産合計 18,673,608 19,296,151

負債純資産合計 29,634,533 30,363,238

当第2四半期連結会計期間末
（平成20年9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2四半期連結累計期間）

（単位：千円）

当第2四半期連結累計期間
（自　平成20年　4月1日
至　平成20年9月30日）

売上高 7,125,649

売上原価 3,980,658

売上総利益 3,144,990

販売費及び一般管理費

給料 548,419

減価償却費 235,875

賞与引当金繰入額 67,300

役員賞与引当金繰入額 36,425

貸倒引当金繰入額 21,462

その他 1,036,858

販売費及び一般管理費合計 1,946,340

営業利益 1,198,650

営業外収益

受取配当金 36,710

その他 110,528

営業外収益合計 147,238

営業外費用

支払利息 58,509

その他 2,451

営業外費用合計 60,960

経常利益 1,284,928

特別利益

投資有価証券売却益 138,470

特別利益合計 138,470

特別損失

固定資産処分損 15,005

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 395,718

税金等調整前四半期純利益 1,027,679

法人税、住民税及び事業税 108,398

法人税等調整額 331,124

法人税等合計 439,523

四半期純利益 588,156
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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2四半期連結累計期間
（自　平成20年4月1日
至　平成20年9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 1,027,679
減価償却費 235,875
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,020
賞与引当金の増減額（△は減少） △ 80
役員賞与引当金の増減額(△は減少） △ 77,669
貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,997
受取利息及び受取配当金 △ 39,482
支払利息 58,509
自己株式関連費用 845
為替差損益（△は益） 289
固定資産処分損益（△は益） 15,005

投資有価証券売却損益（△は益） △ 129,350

投資有価証券評価損 16,845
売上債権の増減額（△は増加） 336,272
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 374,369
仕入債務の増減額（△は減少） △ 35,843
その他 △ 270,837
   小計 776,705
利息及び配当金の受取額 39,482
利息の支払額 △ 59,006
法人税等の支払額 △ 648,383

   営業活動によるキャッシュ・フロー 108,798
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 △ 107,733
無固定資産取得による支出 △ 9,000
投資有価証券の取得による支出 △ 871,127
投資有価証券の売却による収入 1,333,281
その他 △ 9,111

   投資活動によるキャッシュ・フロー 336,309
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 △ 266,400
社債発行による収入 978,931

自己株式の取得による支出 △ 241,457

配当金の支払額 △ 939,685

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 468,611

現金及び現金同等物の増減額 △ 23,503

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 3,878,742
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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2四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年9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 6,279,167      846,481       -                -               7,125,649   -               7,125,649      

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                529,457       178,897      708,355     (708,355) -                  

計 6,279,167      846,481       529,457       178,897      7,834,004   (708,355) 7,125,649      

営業利益 1,253,585      38,441        270,786       31,870 1,594,683   (396,033) 1,198,650      

（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、当連結

会計年度より「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2四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年9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2四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成20年9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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前年同四半期にかかる財務諸表

（1）中間連結損益計算書

（単位：千円）

期  別 前中間連結会計期間
（自　平成19年　4月1日
至　平成19年9月30日）

金額

   売上高 7,961,164

   売上原価 4,614,015

   売上総利益 3,347,148

   販売費及び一般管理費 1,922,983

   営業利益 1,424,165

   営業外収益

受取利息 2,002

受取配当金 26,310

賃貸収入 12,474

受取運賃収入 76,864

為替差益 1,029

仕入割引高 13,610

その他 30,359

営業外収益合計 162,653

   営業外費用

支払利息 53,443

自己株式関連費用 1,015

その他 375

営業外費用合計 54,834

   経常利益 1,531,984

   特別利益

固定資産売却益 1,000

特別利益合計 1,000

   特別損失

固定資産処分損 38,197

投資有価証券評価損 53,868

   特別損失合計 92,065

   税金等調整前四半期純利益 1,440,919

   法人税、住民税及び事業税 606,759

   法人税等調整額 21,702

   中間純利益 812,457

   科  目

「参考資料」
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（2）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

            （単位：千円）

期         別 前中間連結会計期間

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 1,440,919

減価償却費 200,381
役員退職慰労引当金の増減額 1,526

賞与引当金の増減額 18,990

役員賞与引当金の増減額 △ 57,500

貸倒引当金の増減額 △ 2,765
受取利息及び受取配当金 △ 28,313

支払利息 53,443

自己株式関連費用 1,015

為替差損益 △ 1,029
固定資産売却益 △ 1,000
固定資産処分損 38,197

投資有価証券評価損 53,868
285,813

たな卸資産の増減額 △ 1,027,595
仕入債務の増減額 △ 29,906
未払消費税等の増減額 △ 26,959
未払費用の増減額 △ 315
その他の資産負債の増減額 △ 20,917
   小計 897,852
利息及び配当金の受取額 28,313
利息の支払額 △ 51,899
法人税等の支払額 △ 827,031
   営業活動によるキャッシュ・フロー 47,234

　 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 △ 1,101,499
無形固定資産取得による支出 △ 16,880
投資有価証券の取得による支出 △ 46,612
会員権売却による収入 3,000
貸付金による支出 △ 115
貸付金の回収による収入 1,699
その他 △ 54,939
   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,215,347

　 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 △ 257,400
自己株式の取得による支出 △ 291,002
配当金の支払額 △ 957,688
   財務活動によるキャッシュ・フロー 493,908

　現金及び現金同等物の増減額 △ 674,204

　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 2,054,560

売上債権の増減額

（自　平成19年4月1日
至　平成19年9月30日）
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（3）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（平成19年4月1日～平成19年9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 7,111,644       849,520       -                -                7,961,164    -                7,961,164     

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                  -                431,100       153,034       584,134      (584,134) -                 

計 7,111,644       849,520       431,100       153,034       8,545,298    (584,134) 7,961,164     

営業費用 5,604,487       776,875       171,652       158,573       6,711,588    (174,589) 6,536,998     

営業利益（又は営業損失） 1,507,157       72,644        259,448       (5,539) 1,833,710    (409,545) 1,424,165     

（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363,969千円であります。

【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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