
2022年６月期 第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）
2021年11月12日

上 場 会 社 名 株式会社アドベンチャー 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 6030 URL http://jp.adventurekk.com/

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 中村 俊一

問合せ先責任者 (役職名) 取締役 (氏名) 中島 照 (TEL)03-6277-0515

四半期報告書提出予定日 2021年11月12日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

(百万円未満切捨て)

１．2022年６月期第１四半期の連結業績（2021年７月１日～2021年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有者
に帰属する四半

期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年６月期第１四半期 9,257 23.8 581 138.5 566 151.5 341 30.7 341 27.9 342 32.2

2021年６月期第１四半期 7,474 △31.9 243 △45.0 225 △47.4 261 59.8 267 51.1 259 69.4
　

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2022年６月期第１四半期 50.64 50.58

2021年６月期第１四半期 39.61 39.55
　　

（２）連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2022年６月期第１四半期 12,036 2,586 2,586 21.5

2021年６月期 12,199 2,311 2,311 18.9
　　　

２．配当の状況

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６月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
2022年６月期 ―
2022年６月期(予想) 0.00 ― 15.00 15.00

(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６月期の連結業績予想（2021年７月１日～2022年６月30日）

(％表示は、対前期増減率)

収益 営業利益 税引前利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 37,000 2.1 1,700 72.9 1,650 77.4 1,100 29.3 162.90
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

　

　　



※ 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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） ― 、除外 ―社（社名） ―
　　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更 ： 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
　

　

（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) 2022年６月期１Ｑ 6,800,100株 2021年６月期 6,800,100株

② 期末自己株式数 2022年６月期１Ｑ 47,696株 2021年６月期 47,696株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2022年６月期１Ｑ 6,752,404株 2021年６月期１Ｑ 6,751,267株
　

※ 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
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、本資料の発表時において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今

後の不確定要素により、実際の実績とは異なる場合がありますので、ご了承ください。

　

　　



株式会社アドベンチャー(6030) 2022年６月期 第１四半期決算短信

1

○添付資料の目次

　

１．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………２

（１）要約四半期連結財政状態計算書 ……………………………………………………………………２

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 ………………………………４

（３）要約四半期連結持分変動計算書 ……………………………………………………………………６

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………７

（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………８

　



株式会社アドベンチャー(6030) 2022年６月期 第１四半期決算短信

2

１．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 5,105,449 4,679,852

営業債権及びその他の債権 1,023,565 646,772

棚卸資産 1,080,893 1,278,862

営業投資有価証券 1,189,684 1,374,162

その他の金融資産 179,002 218,308

その他の流動資産 455,583 438,715

流動資産合計 9,034,179 8,636,673

非流動資産

有形固定資産 143,987 138,099

使用権資産 752,440 726,910

のれん 1,101,295 1,101,295

無形資産 280,313 252,277

その他の金融資産 854,085 1,123,645

繰延税金資産 27,393 52,885

その他の非流動資産 5,643 4,365

非流動資産合計 3,165,158 3,399,479

資産合計 12,199,337 12,036,152
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(単位：千円)

注記
前連結会計年度
(2021年６月30日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 1,975,853 1,897,694

社債及び借入金 2,227,085 2,226,880

リース負債 250,316 259,914

引当金 12,678 7,542

未払法人所得税等 399,127 200,832

その他の流動負債 178,103 182,093

流動負債合計 5,043,164 4,774,955

非流動負債

社債及び借入金 3,971,785 3,777,565

リース負債 513,345 478,628

退職給付に係る負債 41,079 38,892

繰延税金負債 50,062 109,157

その他の非流動負債 268,647 270,306

非流動負債合計 4,844,920 4,674,549

負債合計 9,888,084 9,449,504

資本

資本金 557,183 557,183

資本剰余金 492,191 492,191

利益剰余金 1,524,270 1,798,699

自己株式 △245,240 △245,240

その他の資本の構成要素 △17,152 △16,186

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,311,253 2,586,647

資本合計 2,311,253 2,586,647

負債及び資本合計 12,199,337 12,036,152
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（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約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)

注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)

収益 7,474,969 9,257,581

売上原価 5,828,689 7,082,498

営業総利益 1,646,279 2,175,083

販売費及び一般管理費 1,490,948 1,619,572

その他の収益 98,121 27,862

その他の費用 9,690 2,062

営業利益 243,762 581,310

金融収益 21 15

金融費用 18,517 14,882

税引前四半期利益 225,266 566,442

法人所得税費用 66,184 223,547

継続事業からの四半期利益 159,082 342,895

非継続事業

非継続事業からの四半期利益（△損失） 102,450 △942

四半期利益 261,532 341,952

四半期利益の帰属

親会社の所有者 267,401 341,952

非支配持分 △5,869 －

四半期利益 261,532 341,952

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円）

継続事業 23.56 50.78

非継続事業 16.04 △0.14

基本的１株当たり四半期利益 39.61 50.64

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 23.53 50.72

非継続事業 16.02 △0.14

希薄化後１株当たり四半期利益 39.55 50.58
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要約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)

注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年９月30日)

四半期利益 261,532 341,952

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

△26 15

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△26 15

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △2,077 949

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

△2,077 949

その他の包括利益合計 △2,104 965

四半期包括利益 259,427 342,918

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 265,237 342,918

非支配持分 △5,809 －

四半期包括利益 259,427 342,918
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

　前第１四半期連結累計期間(自 2020年７月１日 至 2020年９月30日)

(単位：千円)

注記

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計
資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

その他の
包括利益
を通じて
公正価値
で測定す
る金融資

産

新株予約
権

合計

2020年７月１日残高 557,182 492,190 707,599 △244,894 △19,058 △1,498 1,595 △18,961 △16,746 1,476,369

四半期利益 － － 267,401 － － － － － △5,869 261,532

その他の包括利益 － － － － △2,134 △29 － △2,164 59 △2,104

四半期包括利益合計 － － 267,401 － △2,134 △29 － △2,164 △5,809 259,427

剰余金の配当 － － △33,756 － － － － － － △33,756

子会社の支配喪失
に伴う変動

－ － － － △1,181 238 － △942 22,556 21,613

所有者との取引額合
計

－ － △33,756 － △1,181 238 － △942 22,556 △12,142

2020年９月30日残高 557,182 492,190 941,244 △244,894 △22,373 △1,288 1,595 △22,067 － 1,723,654

　当第１四半期連結累計期間(自 2021年７月１日 至 2021年９月30日)

(単位：千円)

注記

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計
資本金 資本剰余金利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業
活動体の
換算差額

その他の
包括利益
を通じて
公正価値
で測定す
る金融資

産

新株予約
権

合計

2021年７月１日残高 557,183 492,191 1,524,270 △245,240 △17,838 △908 1,595 △17,152 － 2,311,253

四半期利益 － － 341,952 － － － － － － 341,952

その他の包括利益 － － － － 949 15 － 965 － 965

四半期包括利益合計 － － 341,952 － 949 15 － 965 － 342,918

剰余金の配当 － － △67,524 － － － － － － △67,524

所有者との取引額合
計

－ － △67,524 － － － － － － △67,524

2021年９月30日残高 557,183 492,191 1,798,699 △245,240 △16,888 △893 1,595 △16,186 － 2,586,647
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（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年７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

税引前四半期利益 225,266 566,442

非継続事業からの税引前四半期利益（△損失） 8,457 △942

減価償却費及び償却費 158,503 107,376

金融収益及び金融費用 29,957 15,218

営業債権及びその他の債権の増減額 △356,614 299,041

棚卸資産の増減額 140,201 △197,969

営業投資有価証券の増減額 △23,224 △184,477

営業債務及びその他の債務の増減額 △1,586,289 13,527

その他 △99,461 32,435

小計 △1,503,201 650,654

利息及び配当金の受取額 43 15

利息の支払額 △30,001 △15,234

法人所得税の支払額 △9,954 △453,297

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,543,113 182,138

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 △2,228 △3,317

無形資産の取得による支出 △3,984 －

敷金及び保証金の差入による支出 △5,487 △500,000

敷金及び保証金の回収による収入 1,925 9,000

保険積立金の払戻による収入 － 221,462

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△566,627 －

その他 △38,594 △5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △614,997 △277,854

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 △260,001 －

長期借入金の返済による支出 △488,320 △194,425

長期借入れによる収入 80,000 －

社債の償還による支出 △10,000 －

リース負債の返済による支出 △129,361 △68,564

配当金の支払額 △33,756 △67,524

財務活動によるキャッシュ・フロー △841,439 △330,513

現金及び現金同等物の増減額 △2,999,549 △426,229

現金及び現金同等物の期首残高 6,876,759 5,105,449

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,633 632

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,875,575 4,679,852
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（５）要約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）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


