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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 3,834 8.8 782 △7.2 739 10.2 582 54.2
25年3月期第1四半期 3,525 31.0 843 68.8 671 28.3 377 16.2

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 764百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △4百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 28.70 ―
25年3月期第1四半期 18.35 ―

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

26年3月期第1四半期 36,925 24,097 65.3 1,186.63
25年3月期 37,129 24,043 64.8 1,183.97
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  24,097百万円 25年3月期  24,043百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 36.00 36.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 7,600 4.3 1,870 8.7 1,920 20.7 1,180 21.0 58.11
通期 16,200 5.1 4,000 5.8 4,100 △11.1 2,500 △7.9 83.52

           



(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   ：  無
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
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 26,906,346 株 25年3月期 26,906,346 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 6,598,650 株 25年3月期 6,598,650 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 20,307,696 株 25年3月期1Q 20,594,272 株
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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1四半期連結会計期間における我が国経済は、政府の経済・金融政策などを背景に、企業業績や消費動向が

改善するなど景気回復に向けた動きは見られますが、まだ、本格的な景気上昇局面に入ったとはいえず、また、為替

や株式市場が大きく変動するなど、不安定な要素を抱えながら推移しております。

　このようななか、当社グループは、事業環境の好転を背景に、積極的な販売促進策を実施し、売上伸張に注力すると

ともに、ショールーム施設への投資など、引き続き積極的な事業活動を展開してきました。

　この結果、当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は3,834百万円（前年同四半期比8.8%増）、

営業利益は782百万円（同7.2％減）、経常利益は739百万円（同10.2％増）、四半期純利益は582百万円（同54.2％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1四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203百万円減の36,925百万円となり、

また、負債総額は前連結会計年度末に比べ257百万円減の12,828百万円となりました。純資産はその他の包括利益

累計額の増加もあり、前連結会計年度末に比べ54百万円増の24,097百万円となり、この結果、自己資本比率は65.3％

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

125百万円増の4,391百万円となりました。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961百万円となりましたが、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

78百万円となりました。

（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142百万円（前年同四半期は551百万円の支出）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546百万円などによるものです。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は140百万円（前年同四半期は810百万円の支出）となりました。その主な内訳は、長期

借入金の返済が261百万円、配当金の支払が576百万円ありますが、長期借入により1,000百万円の資金調達を行って

おります。

（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、業績予想数値につきましては平成２５年４月１日公表時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

　  　該当事項はありません。
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,458,096 7,682,370

受取手形及び売掛金 4,224,481 3,773,659

商品 2,425,974 2,427,810

仕掛品 3,892 3,415

その他 1,084,666 1,183,310

貸倒引当金 △17,125 △11,193

流動資産合計 15,179,984 15,059,373

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,064,826 6,046,450

土地 11,686,575 11,696,914

その他（純額） 552,968 649,733

有形固定資産合計 18,304,369 18,393,098

無形固定資産 75,395 89,196

投資その他の資産   

投資有価証券 958,399 587,408

為替予約 2,188,716 2,366,951

その他 399,187 408,623

投資その他の資産合計 3,546,303 3,362,983

固定資産合計 21,926,068 21,845,278

繰延資産   

社債発行費 23,770 21,321

繰延資産合計 23,770 21,321

資産合計 37,129,824 36,925,973

           

㈱アドヴァン（7463)　平成26年3月期　第1四半期決算短信

-4-



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 678,882 543,554

短期借入金 1,031,014 1,209,713

1年内償還予定の社債 4,100,000 4,100,000

未払法人税等 1,198,662 323,627

賞与引当金 72,568 15,344

役員賞与引当金 2,273 2,273

その他 915,949 967,573

流動負債合計 7,999,350 7,162,085

固定負債   

社債 1,500,000 1,500,000

長期借入金 2,786,707 3,324,927

役員退職慰労引当金 33,941 33,941

その他 766,221 807,277

固定負債合計 5,086,869 5,666,146

負債合計 13,086,220 12,828,232

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 13,423,622 13,295,638

自己株式 △5,518,006 △5,518,006

株主資本合計 22,636,588 22,508,605

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 59,053 △22,313

繰延ヘッジ損益 1,347,961 1,611,449

その他の包括利益累計額合計 1,407,014 1,589,135

純資産合計 24,043,603 24,097,741

負債純資産合計 37,129,824 36,925,973
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,525,326 3,834,311

売上原価 1,794,541 1,939,925

売上総利益 1,730,785 1,894,386

販売費及び一般管理費 887,754 1,111,934

営業利益 843,030 782,451

営業外収益   

受取配当金 15,677 9,797

その他 43,443 92,880

営業外収益合計 59,121 102,678

営業外費用   

支払利息 31,754 29,834

デリバティブ評価損 187,554 83,045

その他 11,798 33,000

営業外費用合計 231,107 145,880

経常利益 671,044 739,249

特別利益   

固定資産売却益 － 909

投資有価証券売却益 － 261,797

特別利益合計 － 262,707

特別損失   

固定資産処分損 0 36,704

投資有価証券売却損 － 1,485

その他 － 2,000

特別損失合計 0 40,189

税金等調整前四半期純利益 671,044 961,766

法人税、住民税及び事業税 246,944 300,163

法人税等調整額 46,101 78,817

法人税等合計 293,046 378,980

少数株主損益調整前四半期純利益 377,997 582,785

少数株主利益 － －

四半期純利益 377,997 582,785
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 四半期連結包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 377,997 582,785

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △59,330 △81,366

繰延ヘッジ損益 △323,290 263,487

その他の包括利益合計 △382,621 182,121

四半期包括利益 △4,624 764,907

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,624 764,907

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１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 671,044 961,766

減価償却費 125,380 135,560

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,919 △57,224

貸倒引当金の増減額（△は減少） △359 △5,932

受取利息及び受取配当金 △18,554 △13,948

支払利息 31,754 29,834

自己株式取得費用 587 －

社債発行費償却 2,164 2,449

為替差損益（△は益） 9,077 △48,185

デリバティブ評価損益（△は益） 187,554 83,045

固定資産売却損益（△は益） － △909

固定資産処分損益（△は益） － 36,704

投資有価証券売却損益（△は益） － △260,312

売上債権の増減額（△は増加） 285,808 450,822

たな卸資産の増減額（△は増加） △157,372 △5,384

仕入債務の増減額（△は減少） △129,011 △205,472

その他 6,865 133,535

小計 1,016,859 1,236,349

利息及び配当金の受取額 17,059 13,108

利息の支払額 △11,541 △10,738

法人税等の支払額 △865,723 △1,159,841

営業活動によるキャッシュ・フロー 156,654 78,877

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 － △91,270

有形固定資産の取得による支出 △532,946 △546,042

投資有価証券の取得による支出 △322 △1,169,462

投資有価証券の売却による収入 － 1,570,647

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

その他 △18,536 △6,231

投資活動によるキャッシュ・フロー △551,805 △142,359

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 32,759 －

短期借入金の返済による支出 － △21,301

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △236,780 △261,780

自己株式の取得による支出 △160,479 －

配当金の支払額 △445,635 △576,233

財務活動によるキャッシュ・フロー △810,135 140,684

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,077 48,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,214,364 125,387

現金及び現金同等物の期首残高 1,680,366 4,265,712

現金及び現金同等物の四半期末残高 466,002 4,391,100
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（4）継続企業の前提に関する注記

当第1四半期連結累計期間　（　自　平成25年4月1日　至　平成25年6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1四半期連結累計期間  （自 平成24年4月1日 至 平成24年6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 3,133,953       -                   391,373          3,525,326       -                   3,525,326           

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                   323,349          73,872           397,221          △ 397,221 -                       

計 3,133,953       323,349          465,245          3,922,547       △ 397,221 3,525,326           

セグメント利益 850,097          175,515          62,000 1,087,612       △ 244,582 843,030              

（注）1.セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去△9,777千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△234,805千円が含まれております。

　　　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。

　　　3.前連結会計年度に報告セグメントとしておりました｢HRB事業｣及び｢物流管理事業｣は当第1四半期より｢その他｣としております。

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1四半期連結累計期間  （自 平成25年4月1日 至 平成25年6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 3,459,990       1,428             372,892          3,834,311       -                   3,834,311           

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                   323,269          120,472          443,742          △ 443,742 -                       

計 3,459,990       324,697          493,364          4,278,053       △ 443,742 3,834,311           

セグメント利益 926,233          175,480          77,383 1,179,097       △ 396,645 782,451              

（注）1.セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去△39,136千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△357,509千円

　　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。

（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1四半期連結累計期間　（　自　平成25年4月1日　至　平成25年6月30日）

　　該当事項はありません。

報告セグメント
その他 計

調整額
（注1）

四半期連結損益計
算書計上額　（注2）

調整額
（注1）

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
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