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（百万円未満切捨て）

（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 8,681 2.5 1,866 △8.6 2,575 24.6 1,768 29.1

2021年３月期第２四半期 8,472 △19.2 2,043 △19.4 2,066 △35.4 1,370 △33.6

（注）包括利益 2022年３月期第２四半期 1,745百万円（37.1％) 2021年３月期第２四半期 1,272百万円（△35.5％）

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

2022年３月期第２四半期 43.76 －

2021年３月期第２四半期 32.95 －

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

2022年３月期第２四半期 57,209 41,849 73.2 1,035.48

2021年３月期 56,688 40,710 71.8 1,007.30

（参考）自己資本 2022年３月期第２四半期 41,849百万円 2021年３月期 40,710百万円

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

2021年３月期 － 14.00 － 15.00 29.00

2022年３月期 － 15.00

2022年３月期(予想） － 15.00 30.00

（％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 18,000 5.3 4,200 2.8 4,600 10.6 3,000 9.7 74.23

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（２）連結財政状態

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

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 53,812,692株 2021年３月期 53,812,692株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 13,396,946株 2021年３月期 13,396,826株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 40,415,803株 2021年３月期２Ｑ 41,586,756株

※  注記事項

（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

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（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

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                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、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

注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）連結業績予想などの将来

予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けワクチン接種は一

定数進んだものの、度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の実施により社会活動や個人消費の動きは鈍

く、景気の回復は依然として不透明な状況が続いております。

　このようななか、当社グループは状況に応じて対策を講じながら回復に向けた取り組みを行い、業績の向上に努

めてまいりました。

　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8,681百万円（前年同期比2.5％増）、営業利益

は1,866百万円（同8.6％減）となりました。

　また、当社は商品仕入れ時の為替変動リスクがあるため為替予約を行っておりますが、当第２四半期連結累計期

間末の洗い替え処理によるデリバティブ評価益として454百万円（前年同期は259百万円の評価損）を計上しまし

た。この結果、経常利益は2,575百万円（前年同期比24.6％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,768百万

円（同29.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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521百万円増の57,209百万円となり、

また、負債総額は前連結会計年度末に比べ618百万円減の15,359百万円となりました。純資産は前連結会計年度末

に比べ1,139百万円増の41,849百万円となり、この結果、自己資本比率は73.2％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348百万円減の10,362百万円となりました。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）

　営業活動により得られた資金は1,747百万円（前年同四半期は1,388百万円の収入）となりました。その主な内訳

は、税金等調整前四半期純利益2,566百万円、売上債権の減少額59百万円、また、支出の主な要因は棚卸資産の

増加額380百万円、法人税等の支払額582百万円であります。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は381百万円（前年同四半期は3,828百万円の支出）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215百万円、投資有価証券の取得による支出8百万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）

　財務活動により支出した資金は1,715百万円（前年同四半期は739百万円の収入）となりました。その主な内訳

は、長期借入金の返済1,109百万円、配当金の支払額605百万円であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想については、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。特に経常利益、親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益は、為替の変

動によりデリバティブ評価損益が生じた場合、その影響を受けることとなります。現時点において、2021年４月７

日の「2021年３月期決算短信」で公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

- 2 -

株式会社アドヴァングループ（7463）2022年3月期第2四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,911,023 13,562,392

受取手形及び売掛金 4,353,023 4,293,682

商品 2,411,055 2,791,456

その他 368,853 512,498

貸倒引当金 △3,366 △657

流動資産合計 21,040,589 21,159,372

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,826,413 7,614,244

土地 22,995,919 23,091,641

その他（純額） 589,259 611,679

有形固定資産合計 31,411,592 31,317,565

無形固定資産 180,718 128,755

投資その他の資産 4,055,198 4,603,413

固定資産合計 35,647,509 36,049,734

資産合計 56,688,098 57,209,106

負債の部

流動負債

買掛金 804,121 967,275

１年内返済予定の長期借入金 2,146,542 2,024,626

未払法人税等 660,005 944,986

賞与引当金 96,000 96,000

その他 628,397 680,087

流動負債合計 4,335,066 4,712,975

固定負債

長期借入金 11,577,021 10,589,727

役員退職慰労引当金 33,941 33,941

その他 31,347 22,634

固定負債合計 11,642,310 10,646,303

負債合計 15,977,376 15,359,278

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 12,500,000 12,500,000

資本剰余金 4,922,559 4,922,559

利益剰余金 33,485,148 34,647,483

自己株式 △10,395,941 △10,396,054

株主資本合計 40,511,766 41,673,988

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 140,132 175,839

繰延ヘッジ損益 58,823 －

その他の包括利益累計額合計 198,955 175,839

純資産合計 40,710,722 41,849,827

負債純資産合計 56,688,098 57,209,106
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 8,472,202 8,681,699

売上原価 4,451,559 4,906,565

売上総利益 4,020,643 3,775,134

販売費及び一般管理費 1,977,520 1,908,684

営業利益 2,043,122 1,866,449

営業外収益

売電収入 70,214 69,656

デリバティブ評価益 － 454,279

為替差益 120,939 82,184

受取運賃収入 101,966 92,041

その他 30,639 45,366

営業外収益合計 323,760 743,528

営業外費用

売電原価 23,227 20,815

デリバティブ評価損 259,286 －

その他 17,493 13,903

営業外費用合計 300,007 34,718

経常利益 2,066,876 2,575,259

特別利益

固定資産売却益 － 256

会員権売却益 － 2,436

投資有価証券売却益 9,400 －

特別利益合計 9,400 2,693

特別損失

固定資産処分損 34,368 11,492

会員権評価損 150 －

特別損失合計 34,518 11,492

税金等調整前四半期純利益 2,041,758 2,566,460

法人税、住民税及び事業税 640,007 828,600

法人税等調整額 31,547 △30,713

法人税等合計 671,555 797,887

四半期純利益 1,370,203 1,768,573

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,370,203 1,768,573

（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）
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純利益 1,370,203 1,768,573

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,504 35,707

繰延ヘッジ損益 △106,793 △58,823

その他の包括利益合計 △97,288 △23,116

四半期包括利益 1,272,914 1,745,456

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,272,914 1,745,456

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021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 2,041,758 2,566,460

減価償却費 369,721 374,049

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,099 △2,708

受取利息及び受取配当金 △7,880 △9,766

支払利息 14,352 13,721

為替差損益（△は益） △328 142

デリバティブ評価損益（△は益） 259,286 △454,279

投資有価証券売却損益（△は益） △9,400 －

固定資産売却益 － △256

固定資産処分損 34,368 11,492

売上債権の増減額（△は増加） 1,278,961 59,340

棚卸資産の増減額（△は増加） △343,596 △380,400

仕入債務の増減額（△は減少） △154,799 156,735

その他 △298,644 △110

小計 3,182,700 2,334,420

利息及び配当金の受取額 7,880 9,766

利息の支払額 △14,442 △13,710

法人税等の支払額 △1,787,512 △582,531

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,388,626 1,747,945

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 △3,200,000 －

有形固定資産の取得による支出 △326,992 △215,112

投資有価証券の取得による支出 △366,089 △8,259

その他 65,042 △157,806

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,828,039 △381,179

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 5,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △2,420,550 △1,109,210

自己株式の取得による支出 △1,252,822 △112

配当金の支払額 △587,456 △605,931

財務活動によるキャッシュ・フロー 739,170 △1,715,254

現金及び現金同等物に係る換算差額 328 △142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,699,914 △348,630

現金及び現金同等物の期首残高 11,787,253 10,711,023

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,087,338 10,362,392

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期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）

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

該当事項はありません。

（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　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

該当事項ありません。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）２

四半期連結損
益計算書計上
額（注）３建材関連事業

不動産賃貸事
業

その他　
（注）１

計

売上高

外部顧客への売上高 7,953,355 64,449 454,396 8,472,202 － 8,472,202

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 904,158 876,939 1,781,098 △1,781,098 －

計 7,953,355 968,608 1,331,336 10,253,301 △1,781,098 8,472,202

セグメント利益 2,194,393 512,369 324,271 3,031,033 △987,910 2,043,122

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）２

四半期連結損
益計算書計上
額（注）３建材関連事業

不動産賃貸事
業

その他　
（注）１

計

売上高

外部顧客への売上高 8,241,678 54,406 385,614 8,681,699 － 8,681,699

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 1,038,613 746,336 1,784,950 △1,784,950 －

計 8,241,678 1,093,020 1,131,951 10,466,650 △1,784,950 8,681,699

セグメント利益 1,939,364 665,847 207,045 2,812,257 △945,807 1,866,449

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．「その他」の区分は、ホームセンターへの卸売り販売事業及び当社商品の入出庫事業であります。

　　　２．セグメント利益の調整額△987,910千円には、セグメント間取引消去△84,770千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△903,140千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。

３．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。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．「その他」の区分は、ホームセンターへの卸売り販売事業及び当社商品の入出庫事業であります。

　　　２．セグメント利益の調整額△945,807千円には、セグメント間取引消去△95,555千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△850,252千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。

３．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。
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