
平成30年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
平成30年５月９日

上 場 会 社 名 株式会社アドバネクス 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 5998 URL http://www.advanex.co.jp

代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)柴野 恒雄

問合せ先責任者 (役職名)常務取締役最高財務責任者(氏名)大野 俊也 (TEL)03-3822-5865

定時株主総会開催予定日 平成30年６月21日 配当支払開始予定日 平成30年６月22日

有価証券報告書提出予定日 平成30年６月22日

決算補足説明資料作成の有無 ： 有

決算説明会開催の有無 ： 有
　

(百万円未満切捨て)
１．平成30年３月期の連結業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期 20,294 13.6 259 5.0 237 △31.5 49 △25.9

29年３月期 17,858 △6.4 247 △63.0 346 △48.4 67 △88.6

(注) 包括利益 30年３月期 66 百万円 ( －％) 29年３月期 △138 百万円 ( －％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

30年３月期 12.21 12.10 0.8 1.2 1.3

29年３月期 16.46 16.32 1.1 1.9 1.4

(参考) 持分法投資損益 30年３月期 －百万円 29年３月期 －百万円
　

（２）連結財政状態

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

30年３月期 20,325 6,233 30.4 1,517.12

29年３月期 18,747 6,298 33.3 1,531.55

(参考) 自己資本 　30年３月期 6,186百万円 　29年３月期 6,251百万円
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

30年３月期 311 △1,496 1,436 3,533

29年３月期 773 △1,302 1,266 3,261

　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

29年３月期 － － － 30.00 30.00 122 182.2 1.9

30年３月期 － － － 30.00 30.00 122 245.7 2.0

31年３月期(予想) － － － 30.00 30.00 76.5

　

３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 20,800 2.5 350 34.9 320 34.8 160 221.2 39.22
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※ 注記事項

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 30年３月期 4,153,370 株 29年３月期 4,153,370 株

② 期末自己株式数 30年３月期 75,501 株 29年３月期 71,639 株

③ 期中平均株式数 30年３月期 4,079,542 株 29年３月期 4,082,782 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．平成30年３月期の個別業績（平成29年４月１日～平成30年３月31日）

（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年３月期 8,769 10.7 △76 － △39 － 14 －

29年３月期 7,921 △1.8 △562 － △141 － △155 －
　

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

30年３月期 3.52 3.49

29年３月期 △38.05 －

　

（２）個別財政状態

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

30年３月期 12,986 1,863 14.0 445.43

29年３月期 11,438 2,004 17.1 479.67

(参考) 自己資本 30年３月期 1,816百万円 　29年３月期 1,957百万円

　

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

　

※ 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の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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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当たって

の注意事項等につきましては、添付資料P．３「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度における経済環境は、米国および欧州では雇用拡大や企業業績の改善などにより景気回復が続い

ており、また、中国および東南アジアなどの新興国においても堅調な外需がけん引し回復基調となりました。日本

では、円高による影響の懸念もありますが、好調な企業業績や堅調な雇用情勢などから緩やかな回復を続けていま

す。

　

　 当連結会計年度の売上高は、前年同期比13.6％増の202億94百万円となり、営業利益は同5.0％増の２億59百万円

となりました。経常利益は同31.5％減の２億37百万円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は同25.9％減の49

百万円となりました。

セグメントの業績は以下のとおりであります。

[日本]

自動車向けが好調に推移したことなどから売上高は前年同期比3.7％増の78億８百万円、セグメント損失は87百

万円（前期は５億72百万円の損失）となりました。

[米州]

自動車向けが好調に推移したことなどにより売上高は前年同期比10.4％増の21億93百万円となりましたが、メキ

シコ工場*の先行投資による固定費増加などにより、セグメント損失は３億69百万円（前期は１億61百万円の損

失）となりました。

＊2016年に開設したメキシコケレタロ州の工場

[欧州]

医療向けが好調に推移したことなどにより売上高は前年同期比8.5％増の18億71百万円となりましたが、本社費

用の負担額変更などにより、セグメント利益は同4.1％減の２億38百万円となりました。

[アジア]

新たにPT. Yamakou Indonesiaを連結対象としたことや、自動車向けおよびＯＡ機器向けが好調だったことなど

から売上高は前年同期比27.3％増の84億21百万円となりましたが、固定費の増加や本社費用の負担額変更などによ

り、セグメント利益は同32.4％減の４億89百万円となりました。
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（２）当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末における総資産は203億25百万円と、前連結会計年度末に比べ15億77百万円増加しました。

　主な要因は以下のとおりです。

（イ）資産

資産の部においては、流動資産合計額が12億45百万円増加し、122億３百万円となりました。主な理由は、現金

及び預金が４億39百万円、受取手形及び売掛金が３億65百万円及びたな卸資産が２億96百万円増加したことによ

るものであります。また、固定資産合計額は３億32百万円増加し、81億22百万円となりました。投資その他の資

産が１億62百万円減少しましたが、有形固定資産が６億20百万円増加したことによるものであります。

（ロ）負債

負債の部においては、負債合計額は140億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億42百万円増加しまし

た。主な理由は、借入金が15億51百万円増加したことによるものであります。

（ハ）純資産

純資産の部においては、純資産合計額が62億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ64百万円減少しまし

た。主な要因は、当連結会計年度において、49百万円の親会社株主に帰属する当期純利益が発生しましたが、配

当金の支払等により株主資本合計が81百万円減少したことによるものであります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ２億71百万円増加し、35

億33百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により資金が３億11百万円増加（前連結会計年度は７億73百万円の資金増加）しました。

主な要因は、売上債権で３億51百万円、たな卸資産で３億10百万円の資金減少がありましたが、税金等調整

前当期純利益２億67百万円、減価償却費による資金留保９億39百万円の資金増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により資金が14億96百万円減少（前連結会計年度は13億２百万円の資金減少）しました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出15億29百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により資金が14億36百万円増加（前連結会計年度は12億66百万円の資金増加）しました。

主な要因は、借入金の増加によるものであります。

（４）今後の見通し

　今後の世界経済は拡大が見込まれますが、一方で米中貿易摩擦の影響や円高基調継続への懸念もあり、楽観でき

ない状況が続くと見ています。

　 このような状況のなか、次期連結会計年度の業績見通しにつきましては、売上高は208億円（前年同期比2.5％

増）、営業利益は３億50百万円（同34.9％増）、経常利益は３億20百万円（同34.8％増）、親会社株主に帰属する

当期純利益は１億60百万円（同221.1％増）となる見込みです。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の企業間の比較可能性などを考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方

針であります。

なお、今後につきましては、国内のＩＦＲＳ（国際財務報告基準）の適用動向等を踏まえ、ＩＦＲＳの適用について

検討を進めていく方針であります。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,906,980 4,346,905

受取手形及び売掛金 4,460,515 4,826,490

商品及び製品 1,018,881 1,238,800

仕掛品 684,098 659,789

原材料及び貯蔵品 685,663 786,912

繰延税金資産 1,502 12,963

その他 211,940 345,347

貸倒引当金 △11,957 △13,934

流動資産合計 10,957,625 12,203,275

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,835,588 6,978,901

減価償却累計額 △4,832,844 △4,963,820

建物及び構築物（純額） 2,002,744 2,015,080

機械装置及び運搬具 11,573,216 12,443,183

減価償却累計額 △8,905,173 △9,317,455

機械装置及び運搬具（純額） 2,668,042 3,125,728

土地 1,138,787 1,119,095

リース資産 25,947 14,375

減価償却累計額 △14,197 △6,527

リース資産（純額） 11,750 7,848

その他 2,053,945 2,388,807

減価償却累計額 △1,485,161 △1,646,440

その他（純額） 568,783 742,366

有形固定資産合計 6,390,107 7,010,118

無形固定資産

ソフトウエア 137,879 102,517

のれん 196,690 106,060

その他 15,864 16,551

無形固定資産合計 350,434 225,129

投資その他の資産

投資有価証券 350,446 221,779

繰延税金資産 169 230

投資不動産 459,164 450,033

減価償却累計額 △92,610 △90,873

投資不動産（純額） 366,553 359,160

その他 336,499 309,979

貸倒引当金 △3,878 △3,878

投資その他の資産合計 1,049,791 887,271

固定資産合計 7,790,333 8,122,519

資産合計 18,747,958 20,325,794
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,635,230 2,574,829

短期借入金 1,372,842 2,624,429

1年内返済予定の長期借入金 1,987,653 2,109,704

リース債務 3,885 1,634

未払法人税等 186,747 118,363

賞与引当金 140,071 229,306

製品保証引当金 71,440 75,908

その他 1,047,445 1,093,373

流動負債合計 7,445,315 8,827,549

固定負債

長期借入金 3,258,507 3,436,123

リース債務 7,075 5,614

繰延税金負債 211,925 233,582

環境対策引当金 3,000 3,000

資産除去債務 39,198 39,412

退職給付に係る負債 1,377,513 1,435,779

その他 107,209 111,289

固定負債合計 5,004,429 5,264,802

負債合計 12,449,745 14,092,351

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 256,717 256,717

利益剰余金 5,626,466 5,553,820

自己株式 △122,267 △131,313

株主資本合計 6,760,916 6,679,224

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 103,725 79,392

為替換算調整勘定 △452,099 △387,176

退職給付に係る調整累計額 △161,161 △184,829

その他の包括利益累計額合計 △509,534 △492,613

新株予約権 46,832 46,832

純資産合計 6,298,213 6,233,443

負債純資産合計 18,747,958 20,325,794
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 17,858,139 20,294,946

売上原価 13,392,066 15,435,655

売上総利益 4,466,072 4,859,290

販売費及び一般管理費

発送費 521,942 548,937

従業員給料及び手当 1,772,261 1,893,839

賞与引当金繰入額 32,955 54,985

退職金 1,416 50

退職給付費用 71,662 70,610

減価償却費 108,310 97,441

その他 1,710,313 1,933,934

販売費及び一般管理費合計 4,218,862 4,599,799

営業利益 247,210 259,490

営業外収益

受取利息 24,694 28,083

受取配当金 6,009 6,719

受取賃貸料 69,905 52,849

為替差益 5,010 －

保険配当金 7,076 7,553

助成金収入 13,540 13,994

補助金収入 28,980 8,683

その他 21,001 17,270

営業外収益合計 176,219 135,154

営業外費用

支払利息 48,011 55,354

為替差損 － 72,313

貸倒引当金繰入額 190 2,015

支払補償費 1,877 3,520

不動産賃貸原価 10,326 12,187

その他 16,664 11,928

営業外費用合計 77,070 157,320

経常利益 346,358 237,324
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

特別利益

固定資産売却益 3,217 11,829

厚生年金基金解散損失引当金戻入額 14,850 －

投資有価証券売却益 － 86,915

特別利益合計 18,067 98,744

特別損失

固定資産売却損 1,248 2,958

固定資産処分損 3,673 4,767

製品保証引当金繰入額 73,062 －

減損損失 11,266 60,910

特別損失合計 89,250 68,635

税金等調整前当期純利益 275,175 267,433

法人税、住民税及び事業税 206,903 207,020

法人税等調整額 1,061 10,607

法人税等合計 207,964 217,627

当期純利益 67,210 49,806

親会社株主に帰属する当期純利益 67,210 49,806
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

当期純利益 67,210 49,806

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,681 △24,333

為替換算調整勘定 △307,903 64,922

退職給付に係る調整額 103,792 △23,667

その他の包括利益合計 △205,793 16,921

包括利益 △138,582 66,727

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △138,582 66,727
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,000,000 256,717 5,702,235 △119,180 6,839,772

当期変動額

剰余金の配当 △142,941 △142,941

親会社株主に帰属す

る当期純利益
67,210 67,210

自己株式の取得 △3,187 △3,187

自己株式の処分 △37 100 63

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △75,768 △3,086 △78,855

当期末残高 1,000,000 256,717 5,626,466 △122,267 6,760,916

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 105,407 △144,195 △264,953 △303,741 42,154 6,578,185

当期変動額

剰余金の配当 △142,941

親会社株主に帰属す

る当期純利益
67,210

自己株式の取得 △3,187

自己株式の処分 63

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△1,681 △307,903 103,792 △205,793 4,677 △201,115

当期変動額合計 △1,681 △307,903 103,792 △205,793 4,677 △279,971

当期末残高 103,725 △452,099 △161,161 △509,534 46,832 6,298,213
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当連結会計年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,000,000 256,717 5,626,466 △122,267 6,760,916

当期変動額

剰余金の配当 △122,451 △122,451

親会社株主に帰属す

る当期純利益
49,806 49,806

自己株式の取得 △9,046 △9,046

自己株式の処分 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － △72,645 △9,046 △81,691

当期末残高 1,000,000 256,717 5,553,820 △131,313 6,679,224

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

退職給付に係る調

整累計額

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 103,725 △452,099 △161,161 △509,534 46,832 6,298,213

当期変動額

剰余金の配当 △122,451

親会社株主に帰属す

る当期純利益
49,806

自己株式の取得 △9,046

自己株式の処分 －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△24,333 64,922 △23,667 16,921 － 16,921

当期変動額合計 △24,333 64,922 △23,667 16,921 － △64,770

当期末残高 79,392 △387,176 △184,829 △492,613 46,832 6,233,443
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 275,175 267,433

減価償却費 799,625 939,392

減損損失 11,266 60,910

のれん償却額 10,151 35,964

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,880 2,314

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,168 86,866

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 90,231 35,119

受取利息及び受取配当金 △30,704 △34,802

受取賃貸料 △69,905 △52,849

支払利息 48,011 55,354

手形売却損 13 2

為替差損益（△は益） 968 49,252

有形固定資産売却損益（△は益） △1,968 △8,870

固定資産処分損益（△は益） 3,673 4,767

投資有価証券売却損益（△は益） － △86,915

売上債権の増減額（△は増加） △270,483 △351,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △200,730 △310,428

仕入債務の増減額（△は減少） 119,641 △50,801

災害損失引当金の増減額（△は減少） △2,000 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） 73,062 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 90,746 △109,329

その他 △44,003 22,402

小計 909,060 554,069

利息及び配当金の受取額 30,041 37,332

賃貸料の受取額 69,905 52,849

その他の収入 8,719 9,086

利息の支払額 △49,752 △63,167

手形売却に伴う支払額 △13 △2

法人税等の支払額 △194,285 △278,724

営業活動によるキャッシュ・フロー 773,676 311,442
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,128,026 △1,529,338

有形固定資産の売却による収入 4,990 15,319

無形固定資産の取得による支出 △12,828 △9,145

投資有価証券の取得による支出 △22,485 △12,300

投資有価証券の売却による収入 － 208,195

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△242,871 －

事業譲受による支出 △45,920 －

定期預金の預入による支出 △190,595 △204,468

定期預金の払戻による収入 333,993 22,162

その他の支出 △5,342 △4,194

その他の収入 6,931 17,404

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,302,153 △1,496,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 670,351 1,182,850

長期借入れによる収入 2,519,875 2,716,541

長期借入金の返済による支出 △1,775,953 △2,323,639

自己株式の取得による支出 △3,187 △9,046

配当金の支払額 △142,403 △126,281

自己株式の処分による収入 100 －

その他 △2,626 △4,063

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,266,157 1,436,360

現金及び現金同等物に係る換算差額 △145,904 19,988

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 591,775 271,426

現金及び現金同等物の期首残高 2,669,998 3,261,773

現金及び現金同等物の期末残高 3,261,773 3,533,199
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１ 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営会議が経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは、主に精密ばね部品を生産・販売しており、本社にて国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事

業活動を展開しております。

当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「米州」、

「欧州」及び「アジア」の４つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、精密ばね製品の他、プ

ラスチック製品及びその他の製品を生産・販売しております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用される会計処理の原則及び

手続に準拠した方法であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　 前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

日本 米州 欧州 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 7,531,912 1,987,586 1,725,087 6,613,553 17,858,139

セグメント間の内部
売上高又は振替高

389,091 ― 58,037 168,870 615,999

計 7,921,004 1,987,586 1,783,124 6,782,423 18,474,139

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△572,588 △161,326 248,269 724,017 238,371

セグメント資産 11,462,934 1,778,221 1,836,385 7,364,275 22,441,816

セグメント負債 9,699,064 886,304 437,851 1,913,530 12,936,751

その他の項目

　減価償却費 295,407 70,144 109,041 325,080 799,673

　のれん償却額 10,151 ― ― ― 10,151

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

458,695 206,462 98,570 348,073 1,111,802
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　 当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

(単位：千円)

日本 米州 欧州 アジア 合計

売上高

外部顧客への売上高 7,808,984 2,193,395 1,871,137 8,421,427 20,294,946

セグメント間の内部
売上高又は振替高

963,886 ― 72,999 217,698 1,254,585

計 8,772,871 2,193,395 1,944,137 8,639,125 21,549,531

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△87,273 △369,609 238,123 489,721 270,962

セグメント資産 12,914,249 2,217,450 2,173,767 8,050,780 25,356,247

セグメント負債 11,370,672 1,733,658 488,271 2,188,731 15,781,334

その他の項目

　減価償却費 344,961 102,496 96,268 397,050 940,777

　のれん償却額 10,151 1,553 ― 24,259 35,964

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

654,332 240,424 186,477 487,119 1,568,353

４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位：千円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 18,474,139 21,549,531

セグメント間取引消去 △615,999 △1,254,585

連結財務諸表の売上高 17,858,139 20,294,946

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 238,371 270,962

その他の調整額 8,838 △11,471

連結財務諸表の営業利益 247,210 259,490

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 22,441,816 25,356,247

全社資産 894,283 768,478

その他の調整額 △4,588,140 △5,798,930

連結財務諸表の資産合計 18,747,958 20,325,794

　（注）全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び預金）及び長期投資資金（投資有価証券）であり

ます。
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(単位：千円)

負債 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 12,936,751 15,781,334

その他の調整額 △487,006 △1,688,982

連結財務諸表の負債合計 12,449,745 14,092,351

　（注）その他の調整額は、セグメント間の取引によるものであります。

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額
連結財務諸表

計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 799,673 940,777 △48 △1,384 799,625 939,392

のれん償却額 10,151 35,964 ― ― 10,151 35,964

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,111,802 1,568,353 △867 ― 1,110,935 1,568,353
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(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

１株当たり純資産額 1,531.55円 1,517.12円

１株当たり当期純利益金額 16.46円 12.21円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

16.32円 12.10円

　（注）１．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益
（千円）

67,210 49,806

普通株式に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する当
期純利益（千円）

67,210 49,806

普通株式の期中平均株式数（株） 4,082,782 4,079,542

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する
当期純利益調整額（千円）

― ―

普通株式増加数 35,574 35,587

（うち新株予約権（株）） （35,574） （35,587）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益金額の算定に
含まれなかった潜在株式の概要

― ―

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 6,298,213 6,233,443

純資産の部の合計額から控除する金額（千
円）

46,832 46,832

（うち新株予約権（千円）） （46,832） （46,832）

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 6,251,381 6,186,611

１株当たり純資産の算定に用いられた
普通株式の数（株）

4,081,731 4,077,869

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 543,836 546,698

受取手形 130,959 119,547

売掛金 2,388,059 2,740,077

商品及び製品 244,988 349,031

仕掛品 298,004 212,913

原材料及び貯蔵品 170,001 198,878

前払費用 44,558 46,158

未収入金 28,699 37,186

関係会社短期貸付金 200,000 881,200

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 76,289 72,243

その他 4,016 9,225

貸倒引当金 △100 △110

流動資産合計 4,129,312 5,213,051

固定資産

有形固定資産

建物 4,974,086 5,128,047

減価償却累計額 △3,627,102 △3,701,528

建物（純額） 1,346,984 1,426,519

構築物 129,771 129,771

減価償却累計額 △76,779 △83,072

構築物（純額） 52,991 46,698

機械及び装置 4,452,061 4,599,419

減価償却累計額 △3,832,587 △3,876,480

機械及び装置（純額） 619,473 722,939

車両運搬具 23,406 11,891

減価償却累計額 △16,888 △10,860

車両運搬具（純額） 6,517 1,031

工具、器具及び備品 701,979 781,882

減価償却累計額 △545,484 △641,047

工具、器具及び備品（純額） 156,495 140,835

土地 598,606 598,606

リース資産 11,068 11,068

減価償却累計額 △3,366 △4,808

リース資産（純額） 7,701 6,259

建設仮勘定 149,017 301,593

有形固定資産合計 2,937,787 3,244,482

無形固定資産

ソフトウエア 109,893 76,353

電話加入権 12,757 12,757

無形固定資産合計 122,651 89,110

決算短信（宝印刷） 2018年05月09日 12時49分 17ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）



株式会社アドバネクス(5998) 平成30年３月期 決算短信

18

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 350,446 221,779

関係会社株式 2,689,470 2,690,350

出資金 785 785

関係会社出資金 646,684 646,684

破産更生債権等 245 245

関係会社長期貸付金 286,289 628,720

長期前払費用 7,132 2,423

投資不動産 286,999 286,999

保険積立金 91,973 91,973

敷金及び保証金 78,173 61,196

その他 38 11

貸倒引当金 △189,136 △191,142

投資その他の資産合計 4,249,101 4,440,026

固定資産合計 7,309,540 7,773,619

資産合計 11,438,852 12,986,670

負債の部

流動負債

支払手形 109,538 175,921

買掛金 1,564,934 1,513,335

短期借入金 950,000 2,181,200

1年内返済予定の長期借入金 1,941,704 2,079,362

未払金 102,117 75,803

リース債務 1,466 1,130

未払費用 223,808 306,457

未払法人税等 30,160 29,283

預り金 7,646 6,918

賞与引当金 71,112 107,461

設備関係支払手形 1,310 16,501

その他 106,875 31,244

流動負債合計 5,110,673 6,524,619

固定負債

長期借入金 3,035,074 3,300,512

退職給付引当金 1,102,600 1,109,481

長期未払金 107,209 107,209

リース債務 6,458 5,235

繰延税金負債 31,361 35,527

環境対策引当金 3,000 3,000

資産除去債務 37,767 37,866

固定負債合計 4,323,470 4,598,830

負債合計 9,434,144 11,123,449
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当事業年度
(平成30年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金

資本準備金 250,000 250,000

資本剰余金合計 250,000 250,000

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 726,417 618,309

利益剰余金合計 726,417 618,309

自己株式 △122,267 △131,313

株主資本合計 1,854,150 1,736,996

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 103,725 79,392

評価・換算差額等合計 103,725 79,392

新株予約権 46,832 46,832

純資産合計 2,004,708 1,863,220

負債純資産合計 11,438,852 12,986,670
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当事業年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 7,921,004 8,769,432

売上原価

製品期首たな卸高 288,587 244,988

当期製品製造原価 6,288,812 6,783,235

合計 6,577,400 7,028,223

製品期末たな卸高 244,988 349,031

製品売上原価 6,332,411 6,679,191

売上原価合計 6,332,411 6,679,191

売上総利益 1,588,592 2,090,241

販売費及び一般管理費

支払手数料 134,644 126,020

発送費 402,752 430,577

広告宣伝費 14,013 14,816

販売促進費 15,537 15,622

交際費 27,866 21,424

役員報酬 191,068 193,893

従業員給料及び手当 605,417 603,057

賞与引当金繰入額 21,204 34,249

退職給付引当金繰入額 70,666 51,508

法定福利費 128,594 126,684

福利厚生費 23,255 20,032

雑給 19,063 20,122

旅費及び交通費 96,676 93,507

通信費 26,809 27,226

保険料 25,263 23,692

賃借料 86,283 84,509

事務用消耗品費 14,972 16,798

修繕費 19,858 16,106

租税公課 32,972 48,425

教育研修費 4,904 3,833

研究開発費 73,495 91,761

減価償却費 42,653 39,979

雑費 73,433 63,091

販売費及び一般管理費合計 2,151,406 2,166,943

営業損失（△） △562,814 △76,702
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当事業年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

営業外収益

受取利息 7,373 13,133

受取配当金 401,091 53,161

受取賃貸料 9,073 9,029

助成金収入 13,540 13,994

雑収入 39,556 18,533

営業外収益合計 470,635 107,852

営業外費用

減価償却費 6,095 6,095

支払利息 32,837 36,853

為替差損 177 21,017

支払補償費 1,877 3,520

貸倒引当金繰入額 1,358 2,015

雑損失 7,050 936

営業外費用合計 49,398 70,439

経常損失（△） △141,577 △39,290

特別利益

固定資産売却益 43 －

厚生年金基金解散損失引当金戻入額 14,850 －

投資有価証券売却益 － 86,915

特別利益合計 14,893 86,915

特別損失

固定資産売却損 686 1,314

固定資産処分損 2,425 2,639

減損損失 11,266 －

特別損失合計 14,378 3,953

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △141,062 43,672

法人税、住民税及び事業税 14,462 29,490

法人税等調整額 △162 △163

法人税等合計 14,300 29,327

当期純利益又は当期純損失（△） △155,363 14,344
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 1,000,000 250,000 － 250,000 1,024,760 1,024,760

当期変動額

剰余金の配当 △142,941 △142,941

当期純損失(△) △155,363 △155,363

自己株式の取得

自己株式の処分 △37 △37

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △298,342 △298,342

当期末残高 1,000,000 250,000 － 250,000 726,417 726,417

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △119,180 2,155,580 105,407 105,407 42,154 2,303,142

当期変動額

剰余金の配当 △142,941 △142,941

当期純損失(△) △155,363 △155,363

自己株式の取得 △3,187 △3,187 △3,187

自己株式の処分 100 63 63

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△1,681 △1,681 4,677 2,995

当期変動額合計 △3,086 △301,429 △1,681 △1,681 4,677 △298,434

当期末残高 △122,267 1,854,150 103,725 103,725 46,832 2,004,708
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当事業年度（自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日）

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

当期首残高 1,000,000 250,000 － 250,000 726,417 726,417

当期変動額

剰余金の配当 △122,451 △122,451

当期純利益 14,344 14,344

自己株式の取得

自己株式の処分

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － － － △108,107 △108,107

当期末残高 1,000,000 250,000 － 250,000 618,309 618,309

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △122,267 1,854,150 103,725 103,725 46,832 2,004,708

当期変動額

剰余金の配当 △122,451 △122,451

当期純利益 14,344 14,344

自己株式の取得 △9,046 △9,046 △9,046

自己株式の処分 － －

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

△24,333 △24,333 － △24,333

当期変動額合計 △9,046 △117,154 △24,333 △24,333 － △141,487

当期末残高 △131,313 1,736,996 79,392 79,392 46,832 1,863,220
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