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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 7,289 25.8 1,720 42.5 1,591 36.5 975 48.6
24年3月期第2四半期 5,794 4.4 1,206 17.5 1,165 8.6 656 7.2

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 502百万円 （21.7％） 24年3月期第2四半期 413百万円 （15.4％）

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

25年3月期第2四半期 47.55 ―
24年3月期第2四半期 31.13 ―

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

25年3月期第2四半期 31,144 20,747 66.6 1,015.54
24年3月期 32,057 20,975 65.4 1,313.50
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  20,747百万円 24年3月期  20,975百万円

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   

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

24年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 25.00 25.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 13,500 4.7 2,760 △10.4 2,870 △13.8 1,720 △5.8 84.19

           



(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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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、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、四半期
決算短信（添付資料）2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 26,906,346 株 24年3月期 26,906,346 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 6,476,030 株 24年3月期 6,210,289 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 20,524,005 株 24年3月期2Q 21,090,512 株

           



添付資料の目次

1.当四半期決算に関する定性的情報　･･･････････････････････・・・・･･･・・・ 2

　（1）連結経営成績に関する定性的情報　･･･････････････・・・・・・・・・・・・・・ 2

　（2）連結財政状態に関する定性的情報　･･･････････････・・・・・・・・・・・・・・ 2

　（3）連結業績予想に関する定性的情報　･･･････････････・・・・・・・・・・・・・・ 2

2.サマリー情報（その他）に関する事項･････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

　（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動・・・・・・・・・・・・・ 3

　（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用・・・・・・・・・・・・ 3

　（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示・・・・・・・・・・・・・ 3

3.四半期連結財務諸表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

　（1）四半期連結貸借対照表　 ････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 4

　（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・・・・・・・・・・ 6

　（3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書　・・・・・・・・・・・･・・・・・・・・・・・･・・･ 8

　（4）継続企業の前提に関する注記　 ･･････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 9

　（5）セグメント情報等 ････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

　（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 　・・・・・・・・・・・・・・ 9

株式会社アドヴァン（7463）　平成25年3月期第2四半期決算短信

-1-



1.　当四半期決算に関する定性的情報

（1）連結経営成績に関する定性的情報

  当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、震災の復興需要なども牽引となり景気は緩やな復調傾向にあります

が、長期化する円高や欧州債務危機問題に加え、世界経済の減速懸念が高まるなど、依然として先行き不透明な状況が

続いております。

　当社グループ関連業界におきましては、前期に震災の影響で落ち込んだ反動や、マンション・住宅着工件数の増加要因

などを背景にしながら、緩やかながらも回復に向けた動きが見られました。

　このようななか、当社グループは、お客様重視の営業活動を展開するとともに、新規商品の開発に注力してまいりました。

また、今年5月には本館ショールーム隣りに水周り商品を中心としたアクア館がオープン致しました。更に、前期より開始した

テレビコマーシャルによる効果や、市場回復に伴う当社グループの工事会社である株式会社ヤマコーの売上伸長もあり、

この第2四半期累計期間は堅調に推移しており、ようやくリーマンショック前の水準まで回復するようになりました。

　この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は7,289百万円（前年同四半期25.8％増）、

営業利益は1,720百万円（同42.5％増）となりました。なお、この第2四半期ではデリバテイブ評価損を173百万円計上した

ことで、経常利益は1,591百万円（同36.5％増）、四半期純利益は975百万円（同48.6％増）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2四半期連結会計期間末における資産総額は前連結会計年度末に比べ912百万円減少の31,144百万円となり、

また、負債総額は前連結会計年度末に比べ685百万円減少の10,396百万円となりました。純資産は剰余金の処分や自己

株式の取得により、前連結会計年度末に比べ227百万円減少の20,747百万円となり、この結果、自己資本比率は66.6％

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575

百万円減少の1,105百万円となりました。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1,601百万円となりましたが、法人税等の支払などにより、営業活動によるキャッシュ・フロー

は834百万円となりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は196百万円（前年同四半期は1,261百万円の支出)となりました。その主な内訳は、有形

固定資産の取得による支出が571百万円ありますが、そのほか定期預金の払戻しによる収入が純額で350百万円あります。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は1,212百万円（前年同四半期は828百万円の支出）となりました。その主な内訳は、長期

借入金の返済473百万円、配当金の支払474百万円、自己株式の取得による支出213百万円などによるものです。

（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、平成24年9月24日付で第2四半期の連結業績の予想の修正を行いま

したが、通期業績の見通しにつきましては、先行き不透明な環境であることから、現時点では平成24年4月2日公表時の

予想数値から変更しておりません。
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2.サマリー情報（その他）に関する情報

（1）当四半期累計期間における重要な子会社の異動

　  　該当事項はありません。

（2）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、これによる当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額は軽微であ

ります。
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,780,366 4,852,673

受取手形及び売掛金 3,593,568 3,414,412

商品 2,518,003 2,972,693

仕掛品 6,500 3,906

その他 385,354 374,550

貸倒引当金 △27,898 △21,804

流動資産合計 12,255,894 11,596,432

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,899,321 5,797,320

土地 11,216,327 11,527,650

その他（純額） 335,538 339,814

有形固定資産合計 17,451,188 17,664,785

無形固定資産 204,818 198,759

投資その他の資産   

投資有価証券 1,285,100 1,040,320

その他 833,822 624,335

貸倒引当金 △6,232 △8,542

投資その他の資産合計 2,112,690 1,656,114

固定資産合計 19,768,697 19,519,659

繰延資産   

社債発行費 32,429 28,099

繰延資産合計 32,429 28,099

資産合計 32,057,021 31,144,191
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 540,683 565,887

短期借入金 947,120 947,120

1年内償還予定の社債 100,000 4,100,000

未払法人税等 899,826 631,819

賞与引当金 113,619 85,066

役員賞与引当金 920 －

その他 481,546 512,276

流動負債合計 3,083,715 6,842,168

固定負債   

社債 5,600,000 1,550,000

長期借入金 2,304,760 1,831,200

役員退職慰労引当金 33,941 33,941

その他 59,220 139,141

固定負債合計 7,997,922 3,554,282

負債合計 11,081,638 10,396,451

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 11,226,115 11,684,615

自己株式 △5,204,809 △5,417,906

株主資本合計 20,752,278 20,997,681

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,991 △129,368

繰延ヘッジ損益 227,096 △120,573

その他の包括利益累計額合計 223,105 △249,941

純資産合計 20,975,383 20,747,739

負債純資産合計 32,057,021 31,144,191
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（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２四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 5,794,757 7,289,056

売上原価 2,982,821 3,736,865

売上総利益 2,811,935 3,552,191

販売費及び一般管理費 1,605,204 1,832,126

営業利益 1,206,731 1,720,064

営業外収益   

受取配当金 20,763 16,734

その他 107,293 99,374

営業外収益合計 128,056 116,108

営業外費用   

支払利息 69,707 62,980

デリバティブ評価損 72,328 173,288

その他 26,933 8,328

営業外費用合計 168,970 244,598

経常利益 1,165,817 1,591,574

特別利益   

投資有価証券売却益 － 10,799

特別利益合計 － 10,799

特別損失   

固定資産処分損 36 448

投資有価証券売却損 1,800 －

投資有価証券評価損 27,749 －

その他 14,908 －

特別損失合計 44,495 448

税金等調整前四半期純利益 1,121,322 1,601,925

法人税、住民税及び事業税 427,839 600,667

法人税等調整額 36,839 25,356

法人税等合計 464,678 626,023

少数株主損益調整前四半期純利益 656,643 975,901

少数株主利益 － －

四半期純利益 656,643 975,901
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 656,643 975,901

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △63,428 △125,377

繰延ヘッジ損益 △180,097 △347,669

その他の包括利益合計 △243,525 △473,047

四半期包括利益 413,117 502,854

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 413,117 502,854

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,121,322 1,601,925

減価償却費 204,661 254,780

賞与引当金の増減額（△は減少） 25,372 △28,553

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,730 △920

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,180 △3,784

受取利息及び受取配当金 △27,128 △22,910

支払利息 69,707 62,980

自己株式取得費用 792 782

社債発行費償却 4,329 4,329

為替差損益（△は益） 21,811 3,491

デリバティブ評価損益（△は益） 72,328 173,288

固定資産処分損益（△は益） 36 448

投資有価証券売却損益（△は益） 1,800 △10,799

投資有価証券評価損益（△は益） 27,749 －

売上債権の増減額（△は増加） 182,347 179,155

たな卸資産の増減額（△は増加） △238,694 △456,894

仕入債務の増減額（△は減少） △8,334 3,787

その他 △106,006 △14,052

小計 1,309,186 1,747,057

利息及び配当金の受取額 26,967 23,013

利息の支払額 △69,923 △63,197

法人税等の支払額 △755,724 △872,010

営業活動によるキャッシュ・フロー 510,506 834,862

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 △3,100,000 △2,749,946

定期預金の払戻による収入 2,900,000 3,100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,048,355 △571,239

無形固定資産の取得による支出 △6,565 △2,716

投資有価証券の取得による支出 △678 △620

投資有価証券の売却による収入 22,495 60,683

その他 △28,812 △32,953

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,261,916 △196,792

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △432,060 △473,560

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △223,639 △213,880

配当金の支払額 △422,408 △474,777

財務活動によるキャッシュ・フロー △828,108 △1,212,217

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,064 △941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,602,584 △575,089

現金及び現金同等物の期首残高 3,175,997 1,680,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,573,412 1,105,277
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（4）継続企業の前提に関する注記

当第2四半期連結累計期間　（　自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

　　該当事項はありません。

（5）セグメント情報等

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間  （自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

　1.　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

建材関連事業 不動産賃貸事業

売上高

　外部顧客への売上高 5,166,018       -                   628,739         5,794,757       -                   5,794,757         

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                   560,789         193,960         754,749         △ 754,749 -                    

計 5,166,018       560,789         822,699         6,549,506       △ 754,749 5,794,757         

セグメント利益 1,204,516       252,876         86,989           1,544,382       △ 337,651 1,206,731         

（注）1.セグメント利益の調整額△337,651百万円には、セグメント間取引消去△7,446千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△330,205千円

　　が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　2.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2.　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。

当第2四半期連結累計期間  （自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）

1.　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
（単位：千円）

建材関連事業 不動産賃貸事業

売上高

　外部顧客への売上高 6,659,726       -                   629,330         7,289,056       -                   7,289,056         

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                   648,047         149,184         797,232         △ 797,232 -                    

計 6,659,726       648,047         778,514         8,086,288       △ 797,232 7,289,056         

セグメント利益 1,831,596       352,073         75,907 2,259,577       △ 539,512 1,720,064         

（注）1.セグメント利益の調整額△539,512百万円には、セグメント間取引消去△39,144千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△500,368千円

　　が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　2.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2.　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。

3.　報告セグメントの変更等に関する情報

　前連結会計年度において、セグメント情報におけるセグメント区分は「建材関連事業」、「HRB事業」、「不動産賃貸事業」、

「物流管理事業」に区分しておりましたが、「HRB事業」及び「物流管理事業」は重要性がなくなったことにより「その他」に含

めております。

　なお、前第2四半期連結累計期間の報告セグメントは、変更後の報告セグメントに基づき作成しております。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第2四半期連結累計期間　（　自　平成24年4月1日　至　平成24年9月30日）

　　該当事項はありません。

四半期連結損益
計算書計上額

（注2）

報告セグメント
その他 計

四半期連結損益
計算書計上額

（注2）

調整額
（注1）

報告セグメント
その他 計

調整額
（注1）
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