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(百万円未満切捨て)

１．2022年６月期第２四半期の連結業績（2021年７月１日～2021年12月31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２四半期 19,236 5.0 1,051 105.5 1,037 116.1 620 46.9 620 44.9 622 49.0

2021年６月期第２四半期 18,327 △20.6 511 △55.6 479 △57.5 422 △30.3 427 △30.7 417 △30.6
　

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２四半期 90.94 89.04

2021年６月期第２四半期 63.38 63.29
　　

（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２四半期 19,530 8,613 8,613 44.1

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 ― 0.00

2022年６月期(予想) ― 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 29.3 161.35
(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２Ｑ 7,500,700株 2021年６月期 6,800,100株

② 期末自己株式数 2022年６月期２Ｑ 96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２Ｑ 6,817,614株 2021年６月期２Ｑ 6,751,760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、実際の業績とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
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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２四半期
連結会計期間

(2021年12月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 5,105,449 11,409,398

営業債権及びその他の債権 1,023,565 1,061,547

棚卸資産 1,080,893 1,683,662

営業投資有価証券 1,189,684 1,177,851

その他の金融資産 179,002 158,360

その他の流動資産 455,583 532,253

流動資産合計 9,034,179 16,023,072

非流動資産

有形固定資産 143,987 127,935

使用権資産 752,440 767,950

のれん 1,101,295 1,101,295

無形資産 280,313 223,176

その他の金融資産 854,085 1,245,529

繰延税金資産 27,393 37,590

その他の非流動資産 5,643 3,587

非流動資産合計 3,165,158 3,507,065

資産合計 12,199,337 19,530,138
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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２四半期
連結会計期間

(2021年12月31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 3,474,999

社債及び借入金 2,227,085 2,291,047

リース負債 250,316 241,978

引当金 12,678 2,116

未払法人所得税等 399,127 453,016

その他の流動負債 178,103 168,539

流動負債合計 5,043,164 6,631,697

非流動負債

社債及び借入金 3,971,785 3,593,352

リース負債 513,345 524,486

退職給付に係る負債 41,079 39,768

繰延税金負債 50,062 27,281

その他の非流動負債 268,647 100,222

非流動負債合計 4,844,920 4,285,111

負債合計 9,888,084 10,916,809

資本

資本金 557,183 3,281,560

資本剰余金 492,191 3,270,281

利益剰余金 1,524,270 2,076,748

自己株式 △245,240 △493

その他の資本の構成要素 △17,152 △14,768

親会社の所有者に帰属する持分合計 2,311,253 8,613,329

資本合計 2,311,253 8,613,329

負債及び資本合計 12,199,337 19,530,138
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)

収益 18,327,322 19,236,841

売上原価 14,979,096 14,456,526

営業総利益 3,348,226 4,780,315

販売費及び一般管理費 2,966,491 3,791,662

その他の収益 141,859 68,350

その他の費用 11,759 5,236

営業利益 511,834 1,051,766

金融収益 97 11,593

金融費用 32,083 26,344

税引前四半期利益 479,847 1,037,015

法人所得税費用 157,790 414,765

継続事業からの四半期利益 322,057 622,249

非継続事業

非継続事業からの四半期利益（△損失） 99,979 △2,246

四半期利益 422,037 620,002

四半期利益の帰属

親会社の所有者 427,906 620,002

非支配持分 △5,869 －

四半期利益 422,037 620,002

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 47.70 91.27

非継続事業 15.68 △0.33

基本的１株当たり四半期利益 63.38 90.94

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 47.63 89.36

非継続事業 15.66 △0.32

希薄化後１株当たり四半期利益 63.29 89.04

　



株式会社アドベンチャー(6030) 2022年６月期 第２四半期決算短信

5

第２四半期連結会計期間

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結会計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

収益 10,852,353 9,979,260

売上原価 9,150,406 7,374,027

営業総利益 1,701,946 2,605,232

販売費及び一般管理費 1,475,543 2,172,089

その他の収益 43,737 40,487

その他の費用 2,068 3,174

営業利益 268,071 470,455

金融収益 75 11,578

金融費用 13,566 11,462

税引前四半期利益 254,580 470,572

法人所得税費用 91,605 191,218

継続事業からの四半期利益 162,975 279,353

非継続事業

非継続事業からの四半期利益（△損失） △2,470 △1,304

四半期利益 160,505 278,049

四半期利益の帰属

親会社の所有者 160,505 278,049

非支配持分 － －

四半期利益 160,505 278,049

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 24.14 40.59

非継続事業 △0.37 △0.19

基本的１株当たり四半期利益 23.77 40.40

希薄化後１株当たり四半期利益（円）

継続事業 24.11 39.69

非継続事業 △0.37 △0.19

希薄化後１株当たり四半期利益 23.74 39.50
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要約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)

注記
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)

四半期利益 422,037 620,002

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

△40 △179

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△40 △179

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 △4,354 2,565

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

△4,354 2,565

その他の包括利益合計 △4,395 2,385

四半期包括利益 417,642 622,388

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 423,451 622,388

非支配持分 △5,809 －

四半期包括利益 417,642 622,388
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第２四半期連結会計期間

(単位：千円)

注記
前第２四半期連結会計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)

四半期利益 160,505 278,049

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

△14 △194

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△14 △194

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 △2,276 1,615

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

△2,276 1,615

その他の包括利益合計 △2,290 1,420

四半期包括利益 158,214 279,470

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 158,214 279,470

非支配持分 － －

四半期包括利益 158,214 279,470
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間(自 2020年７月１日 至 2020年12月31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 － － 427,906 － － － － － △5,869 422,037

その他の包括利益 － － － － △4,410 △43 － △4,454 59 △4,395

四半期包括利益合計 － － 427,906 － △4,410 △43 － △4,454 △5,809 417,642

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

新株の発行 1 1 － － － － － － － 3

自己株式の取得 － － － △122 － － － － － △122

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

1 1 △33,756 △122 △1,181 238 － △942 22,556 △12,261

2020年12月31日残高 557,183 492,191 1,101,749 △245,017 △24,650 △1,303 1,595 △24,358 － 1,881,749

　当第２四半期連結累計期間(自 2021年７月１日 至 2021年12月31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 － － 620,002 － － － － － － 620,002

その他の包括利益 － － － － 2,565 △179 － 2,385 － 2,385

四半期包括利益合計 － － 620,002 － 2,565 △179 － 2,385 － 622,388

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

新株の発行 2,724,376 2,778,090 － － － － △2 △2 － 5,502,464

自己株式の処分 － － － 244,747 － － － － － 244,747

所有者との取引額合
計

2,724,376 2,778,090 △67,524 244,747 － － △2 △2 － 5,679,687

2021年12月31日残高 3,281,560 3,270,281 2,076,748 △493 △15,272 △1,088 1,593 △14,768 － 8,613,329

　



株式会社アドベンチャー(6030) 2022年６月期 第２四半期決算短信

9

（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２四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 479,847 1,037,015

非継続事業からの税引前四半期利益（△損失） 6,002 △2,246

減価償却費及び償却費 258,118 215,373

減損損失 － 3,112

金融収益及び金融費用 43,075 16,042

営業債権及びその他の債権の増減額 140,397 300,457

棚卸資産の増減額 △4,467 △602,769

営業投資有価証券の増減額 164,949 11,832

営業債務及びその他の債務の増減額 △1,624,838 1,163,179

その他 △614,757 △237,502

小計 △1,151,670 1,904,495

利息及び配当金の受取額 119 11,594

利息の支払額 △43,195 △27,636

法人所得税の還付額 27,693 59,864

法人所得税の支払額 △9,933 △453,562

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,176,986 1,494,755

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 △9,263 △5,105

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 △20,987 △620,100

敷金及び保証金の回収による収入 17,905 11,650

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 57,895 △7,727

投資活動によるキャッシュ・フロー △525,060 △399,819

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 △150,004 50,000

長期借入金の返済による支出 △630,833 △364,471

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 △193,477 △152,721

株式の発行による収入 － 5,375,310

自己株式の売却による収入 － 366,675

配当金の支払額 △33,756 △67,524

その他 △118 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △938,189 5,207,269

現金及び現金同等物の増減額 △2,640,237 6,302,205

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 △3,593 1,742

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,232,928 11,409,398
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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。

　


