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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 2,769 △21.2 484 16.4 503 6.2 312 301.0
21年3月期第1四半期 3,513 ― 416 ― 474 ― 78 ―

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

22年3月期第1四半期 13.89 13.33
21年3月期第1四半期 3.33 3.04

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

22年3月期第1四半期 29,640 18,899 63.8 840.46
21年3月期 30,299 19,015 62.8 843.11

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  18,899百万円 21年3月期  19,015百万円

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

21年3月期 ― ― ― 20.00 20.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 20.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  無  
 

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

6,790 △4.7 1,140 △4.8 1,200 △6.5 650 10.5 28.85

通期 13,500 0.7 2,370 5.8 2,470 3.5 1,340 7.8 59.48

                



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） 

(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、その他特記事項 

（1）平成21年4月2日に公表いた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意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
考ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 26,906,346株 21年3月期 26,906,346株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 4,418,742株 21年3月期 3,661,962株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 22,530,064株 21年3月期第1四半期 23,412,684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、企業の在庫調整が進み輸出や生産が持ち直し、昨年の秋以降に急速に悪化し

た景気は底入れ感があると言われておりますが、雇用・所得環境は依然厳しく、設備投資も減少しており、景気は依然

として先行き不透明な状況が続いております。

　また、当社グループ関連業界につきましては、昨年から続く建築需要の低迷により、マンション建築着工件数は極めて

低調であり、また、設備投資抑制の影響で百貨店・店舗等の商業施設関連の出店・改装も回復には至らず、引き続き

厳しい事業環境のなかで推移してまいりました。

　このようななか、当社グループはお客様重視の営業活動への取り組みや、新規需要先及び新規顧客の開拓に注力する

とともに、コスト管理の徹底に努めてまいりました。

　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2,769百万円、営業利益は484百万円、

経常利益は503百万円となり、四半期純利益は312百万円となりました

　なお、セグメント別では、建材関連事業の売上高は2,238百万円、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531百万円となりました。

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659百万円減少の29,640百万円となりました。また、負

債総額は前連結会計年度末に比べ544百万円減少の10,740百万円、純資産は前連結会計年度末に比べ115百万円

減少の18,899百万円となり、この結果、自己資本比率は63.8％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508

百万円減少の5,980百万円となりました。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550百万円となりましたが、売上債権の減少が324百万円、たな卸資産の増加が75百万

円、また、法人税等の支払額が417百万円となり、営業活動により得られた資金は385百万円となりました。

（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、定期預金の預け入れによる支出が1,000百万円、投資有価証券の取得による支出

が316百万円、また、投資有価証券の売却による収入127百万円により、1,192百万円の支出となりました。

（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701百万円であり、その主な内訳は、長期借入金の返済216百万円、配当金の支払451

百万円、並びに自己株式の取得33百万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21年4月2日公表時から変更しておりません。

-3-



（株）アドヴァン（7463）平成22年3月期　第1四半期決算短信

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。

　②経過勘定科目の算定方法

　　   合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,980,709 6,489,277 

受取手形及び売掛金 3,064,249 3,388,921 

商品 3,005,041 2,953,267 

仕掛品 651 1,827 

その他 190,271 231,502 

貸倒引当金 △25,451 △22,580 

流動資産合計 12,215,472 13,042,215 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,757,587 5,837,967 

土地 8,807,227 8,807,227 

その他（純額） 209,600 210,518 

有形固定資産合計 14,774,415 14,855,713 

無形固定資産 232,602 231,033 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,783,163 1,435,184 

その他 598,862 692,601 

貸倒引当金 △6,455 △891 

投資その他の資産合計 2,375,571 2,126,894 

固定資産合計 17,382,589 17,213,640 

繰延資産   

社債発行費 42,349 44,029 

繰延資産合計 42,349 44,029 

資産合計 29,640,411 30,299,886 

                

㈱アドヴァン(7463)平成22年3月期　第1四半期決算短信
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 170,613 206,347 

短期借入金 866,400 866,400 

1年内償還予定の社債 1,345,000 1,345,000 

未払法人税等 169,333 454,884 

賞与引当金 64,540 64,540 

役員賞与引当金 － 91,810 

その他 474,861 347,565 

流動負債合計 3,090,748 3,376,548 

固定負債   

社債 4,900,000 4,900,000 

長期借入金 2,704,900 2,921,500 

役員退職慰労引当金 － 27,300 

その他 44,941 59,390 

固定負債合計 7,649,841 7,908,190 

負債合計 10,740,589 11,284,738 

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 8,414,179 8,552,360 

自己株式 △4,057,107 △4,023,869 

株主資本合計 19,088,044 19,259,463 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △210,093 △260,047 

繰延ヘッジ損益 21,870 15,731 

評価・換算差額等合計 △188,223 △244,316 

純資産合計 18,899,821 19,015,147 

負債純資産合計 29,640,411 30,299,886 
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,513,669 2,769,946 

売上原価 2,018,728 1,478,293 

売上総利益 1,494,941 1,291,652 

販売費及び一般管理費   

給料 281,429 259,937 

減価償却費 118,918 107,005 

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 10,700 

その他 604,452 429,476 

販売費及び一般管理費合計 1,078,528 807,120 

営業利益 416,412 484,532 

営業外収益   

受取配当金 33,152 19,795 

その他 55,798 47,482 

営業外収益合計 88,950 67,277 

営業外費用   

支払利息 29,939 34,824 

その他 1,095 13,306 

営業外費用合計 31,034 48,130 

経常利益 474,328 503,679 

特別利益   

投資有価証券売却益 107,470 12,410 

役員賞与引当金戻入額 － 23,500 

役員退職慰労引当金戻入額 － 33,721 

特別利益合計 107,470 69,632 

特別損失   

固定資産処分損 14,534 1,678 

投資有価証券売却損 9,119 11,441 

投資有価証券評価損 16,843 － 

役員退職慰労金 354,750 9,807 

特別損失合計 395,246 22,927 

税金等調整前四半期純利益 186,551 550,384 

法人税、住民税及び事業税 40,677 153,619 

法人税等調整額 67,842 83,873 

法人税等合計 108,519 237,492 

四半期純利益 78,031 312,892 
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21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 186,551 550,384 

減価償却費 118,918 107,005 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,327 △39,748 

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 8,435 

受取利息及び受取配当金 △35,025 △25,273 

支払利息 29,939 34,824 

自己株式取得費用 697 116 

社債発行費償却 － 1,680 

為替差損益（△は益） 185 △877 

固定資産処分損益（△は益） 14,534 1,678 

役員退職慰労金 354,750  

投資有価証券売却損益（△は益） △98,350 △969 

投資有価証券評価損益（△は益） 16,843 － 

役員賞与引当金戻入額 － △23,500 

役員退職慰労引当金戻入額 － △33,721 

売上債権の増減額（△は増加） 197,714 324,672 

たな卸資産の増減額（△は増加） △429,981 △75,853 

仕入債務の増減額（△は減少） △48,307 △10,287 

その他 △20,113 △24,214 

小計 369,255 794,350 

利息及び配当金の受取額 35,025 25,273 

利息の支払額 △17,156 △16,761 

法人税等の支払額 △647,346 △417,105 

営業活動によるキャッシュ・フロー △260,222 385,756 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △1,000,000 

有形固定資産の取得による支出 △104,131 △2,324 

投資有価証券の取得による支出 △870,829 △316,741 

投資有価証券の売却による収入 1,102,281 127,997 

その他 △8,443 △1,904 

投資活動によるキャッシュ・フロー 118,877 △1,192,972 

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 △216,600 

自己株式の取得による支出 △200,072 △33,354 

配当金の支払額 △768,226 △451,396 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,101,499 △701,351 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,242,843 △1,508,567 

現金及び現金同等物の期首残高 3,902,246 6,489,277 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,659,402 4,980,709 
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（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】

　前第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         

　当第1四半期連結累計期間  （自 平成21年4月1日 至 平成21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 2,238,064      531,882       -                -               2,769,946   -               2,769,946      

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                275,843       78,034       353,878     (353,878) -                  

計 2,238,064      531,882       275,843       78,034       3,123,824   (353,878) 2,769,946      

営業利益 395,549        56,744        165,804       19,594 637,692     (161,780) 475,912         

（注）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

前第1四半期連結累計期間 

（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】

前第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）及び当第1四半期連結累計期間  （自 平成21年

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】

前第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）及び当第1四半期連結累計期間  （自 平成21年

年4月1日　至 平成21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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