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1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6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)

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 ％

23年3月期第1四半期 2,687 △3.0 437 △9.8 454 △9.8 248 △20.6

22年3月期第1四半期 2,769 △21.2 484 16.4 503 6.2 312 301.0

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

23年3月期第1四半期 11.36 -

22年3月期第1四半期 13.89 13.33

 (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

23年3月期第1四半期 28,297 18,739 66.2 860.01

22年3月期 28,878 19,305 66.9 879.14

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 18,739百万円 22年3月期 19,305百万円

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

22年3月期 - 0.00 - 20.00 20.00

23年3月期 -

23年 3月期(予想) 0.00 - 20.00 20.00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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) 5,200 △5.2 800 △15.1 820 △15.6 460 △18.9 21.03

通期 10,200 △5.1 1,650 △16.2 1,700 △16.8 950 11.8 43.43

           



 

 
（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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） 

・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。なお、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「連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  -社 (          - )  除外  -社 (          - )

 （注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 26,906,346株  22年3月期 26,906,346株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 5,115,481株  22年3月期 4,947,191株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 21,875,083株  22年3月期1Ｑ 22,530,064株

（※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示）

           



  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………2 

2. その他の情報 ……………………………………………………………………………3 

(1) 重要な子会社の異動の概要 …………………………………………………………3 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ………………………………………3 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要…………………………………3 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要  ………………………………………3 

3. 四半期連結財務諸表……………………………………………………………………4 

(1) 四半期連結貸借対照表    ……………………………………………………………4 

(2) 四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………6 

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

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………8 

(5) セグメント情報 …………………………………………………………………………8 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …………………………………9 

  

添付資料の目次

           

㈱アドヴァン（7463）　平成23年3月期第1四半期決算短信

-1-



1.　当四半期の連結業績等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1四半期結会計期間おける我が国経済は、輸出関連を中心とした企業業績の回復を背景に景況感が改善し、景気は

自律的な回復への期待が高まる一方で、欧州の財政問題の影響による信用収縮が新たな懸念要因となり、円高・株安傾向

も再び強まるなど、依然として先行き不透明な状況が続いてまいりました。

　当社グループ関連業界につきましては、景気の持ち直しと住宅施策や税制面での優遇措置の影響もあり、低迷が続いて

きた建築着工戸数に下げ止まり感が見られるなど、住宅投資に持ち直しの兆しはありますが、建築需要全体としては依然と

して低水準な状況が続いてまいりました。

　このようななか、当社グループは、お客様重視の営業活動を展開して新規需要先の開拓に注力するとともに、新規商品の

開発やショールーム施設の充実、更には新規顧客層の開拓など、業績回復に向けての取り組みを推進してまいりました。

　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2,687百万円（前年同四半期3.0％減）、

営業利益は437百万円（同9.8％減）、経常利益は454百万円（同9.8％減）となり、四半期純利益は248百万円（同20.6％減）

となりました。

　なお、セグメント別では、建材関連事業の売上高は2,270百万円（前年同四半期比0.1％増）、ホームセンターへのガー

デニング商品の卸売り販売であるHRB事業の売上高は417百万円（同21.6％減）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580百万円減少の28,297百万円となりまし

た。これは主に投資有価証券が減少したことなどによるものです。負債総額は前連結会計年度末に比べ14百万円減少の

9,558百万円となりました。また、純資産は前連結会計年度末に比べ565百万円減少の18,739百万円となりました。これは

主に剰余金の処分や評価・換算差額等の変動などによるものです。なお、この結果、自己資本比率は66.2％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114百

万円減少の1,364百万円となりました。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464百万円となりましたが、法人税等の支払額495百万円などにより、営業活動によるキャ

ッシュ・フローは24百万円のマイナスとなりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は526百万円（前年同四半期は1,192百万円の支出）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が1,648百万円、定期預金の払戻による収入が純額で1,446百万円、また、投資有価証券の売

買及び償還による収入が純額で752百万円あります。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は613百万円（前年同四半期は701百万円の支出）となりました。その主な内訳は、長期

借入金の返済が138百万円、配当金の支払が370百万円、また、自己株式の取得による支出が104百万円あります。

（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、業績予想につきましては、自己株式取得により１株予想は変更しておりますが、その他の業績予

想数値は平成22年4月2日公表時から変更しておりません。
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2.その他の情報

（1）重要な子会社の異動の概要

　  該当事項はありません。

（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

　　棚卸資産の評価方法

　　    当第1四半期連結会計期間の棚卸高の算出に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎とし

     て合理的な方法により算定する方法によっております。

（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

　　①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　　　当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31日）及び「資

　　産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日）を適用しております。

　　　なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

　　②有価証券の評価方法

　　　当社及び連結子会社は、前連結会計年度の第4四半期連結会計期間より、有価証券の評価方法を総平均法から移動平均

　　法に変更したため、前第1四半期連結会計期間と当第1四半期連結会計期間で有価証券の評価方法が異なっております。

　　　なお、前第1四半期連結会計期間に変更後の有価証券の評価方法を適用した場合の影響はありません。

（4）継続企業の前提に関する重要事象等の概要

　  　該当事項はありません。
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3 四半期連結財務諸表 
 （１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,918,663 6,486,611

受取手形及び売掛金 2,625,352 2,602,957

商品 2,408,311 2,358,251

仕掛品 1,008 4,024

その他 296,879 187,404

貸倒引当金 △33,052 △33,576

流動資産合計 10,217,162 11,605,671

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,608,984 5,692,443

土地 10,476,581 8,824,776

その他（純額） 164,146 164,402

有形固定資産合計 16,249,711 14,681,622

無形固定資産 231,629 233,211

投資その他の資産   

投資有価証券 940,288 1,842,291

その他 612,159 466,262

貸倒引当金 △554 △554

投資その他の資産合計 1,551,893 2,308,000

固定資産合計 18,033,234 17,222,834

繰延資産   

社債発行費 47,582 49,747

繰延資産合計 47,582 49,747

資産合計 28,297,978 28,878,253
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 199,197 216,753

短期借入金 513,520 539,920

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 222,382 544,856

賞与引当金 87,395 52,770

役員賞与引当金 － 59,000

その他 639,873 278,227

流動負債合計 1,762,368 1,791,527

固定負債   

社債 5,800,000 5,800,000

長期借入金 1,795,720 1,907,500

役員退職慰労引当金 33,941 33,941

その他 166,623 40,063

固定負債合計 7,796,284 7,781,505

負債合計 9,558,653 9,573,032

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 8,760,865 8,951,500

自己株式 △4,475,773 △4,371,371

株主資本合計 19,016,065 19,311,101

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △84,767 32,133

繰延ヘッジ損益 △191,972 △38,014

評価・換算差額等合計 △276,740 △5,880

純資産合計 18,739,325 19,305,220

負債純資産合計 28,297,978 28,878,253
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 （２）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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,769,946 2,687,352

売上原価 1,478,293 1,455,605

売上総利益 1,291,652 1,231,747

販売費及び一般管理費   

給料 259,937 233,613

減価償却費 107,005 100,858

賞与引当金繰入額 － 29,150

貸倒引当金繰入額 10,700 1,202

その他 429,476 429,720

販売費及び一般管理費合計 807,120 794,572

営業利益 484,532 437,174

営業外収益   

受取配当金 19,795 14,167

その他 47,482 52,357

営業外収益合計 67,277 66,525

営業外費用   

支払利息 34,824 32,660

その他 13,306 16,978

営業外費用合計 48,130 49,638

経常利益 503,679 454,061

特別利益   

固定資産売却益 － 184

投資有価証券売却益 12,410 43,995

役員賞与引当金戻入額 23,500 －

役員退職慰労引当金戻入額 33,721 －

特別利益合計 69,632 44,179

特別損失   

固定資産処分損 1,678 27,171

投資有価証券売却損 11,441 2,734

役員退職慰労金 9,807 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,888

特別損失合計 22,927 33,794

税金等調整前四半期純利益 550,384 464,445

法人税、住民税及び事業税 153,619 201,644

法人税等調整額 83,873 14,252

法人税等合計 237,492 215,896

四半期純利益 312,892 248,548
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 550,384 464,445

減価償却費 107,005 100,858

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,641 －

賞与引当金の増減額（△は減少） － 34,625

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △91,810 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,435 △523

受取利息及び受取配当金 △25,273 △23,914

支払利息 34,824 32,660

自己株式取得費用 116 374

社債発行費償却 1,680 2,164

為替差損益（△は益） △877 14,438

固定資産売却損益（△は益） － △184

固定資産処分損益（△は益） 1,678 27,171

投資有価証券売却損益（△は益） △969 △41,260

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,888

売上債権の増減額（△は増加） 324,672 △22,395

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,853 △76,518

仕入債務の増減額（△は減少） △10,287 △38,907

その他 △36,016 △16,232

小計 794,350 460,690

利息及び配当金の受取額 25,273 23,681

利息の支払額 △16,761 △13,056

法人税等の支払額 △417,105 △495,827

営業活動によるキャッシュ・フロー 385,756 △24,511

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 △1,000,000 △1,060,879

定期預金の払戻による収入 － 2,507,790

有形固定資産の取得による支出 △2,324 △1,648,483

投資有価証券の取得による支出 △316,741 △444,495

投資有価証券の売却による収入 127,997 996,886

投資有価証券の償還による収入 － 200,000

その他 △1,904 △24,391

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,192,972 526,426

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △216,600 △138,180

自己株式の取得による支出 △33,354 △104,776

配当金の支払額 △451,396 △370,897

財務活動によるキャッシュ・フロー △701,351 △613,853

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △2,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,508,567 △114,359

現金及び現金同等物の期首残高 6,489,277 1,478,391

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,980,709 1,364,031
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（4）継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません。

（5）セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

　前第1四半期連結累計期間  （自 平成20年4月1日 至 平成21年6月30日）
（単位：千円）

建材関連事業 HRB事業 不動産賃貸事業 その他の事業 計 消去又は全社 連           結

売上高

（１）外部顧客に対する売上高 2,238,064      531,882       -                -               2,769,946   -               2,769,946      

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                275,843       78,034       353,878     (353,878) -                  

計 2,238,064      531,882       275,843       78,034       3,123,824   (353,878) 2,769,946      

営業利益 397,049        56,744        165,804       19,594 639,192     (154,660) 484,532         

（注）事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称

１．事業区分の方法  ： 商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品等

　　　　　　　　　　　
石材、タイル、新建材、洗面・水周り商品、及び工事等

ホームセンター向けガーデニング関連商品

本社ビル、流通センター等の賃貸

倉庫業

【所在地別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間  （自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第1四半期連結累計期間  （自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

【セグメント情報】

（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第１７号　平成21年3月27日）及び「セグメ

ント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年3月31日）を適用しております。

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諸表が入手可能であり、取締役会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。

　当社は本社に営業統括をおき、建材関連事業を中心に事業活動を展開しております。なお、「建材関連事業」、「HRB事業」、「その他の

事業」、「不動産賃貸事業」を報告セグメントとしております。

　「建材関連事業」は石材、タイル、住宅関連商品などの建材の輸入販売を行っております。「HRB事業」はガーデニング商品のホームセン

ターへの卸売り販売を行っております。「その他の事業」は主に当社商品の入出庫業務を行っております。「不動産賃貸事業」は不動産の

賃貸管理事業を行っております。

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　当第1四半期連結累計期間  （自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日）
（単位：千円）

建材関連事業 HRB事業 不動産賃貸事業 物流管理事業 計

売上高

（１）外部顧客への売上高 2,270,164      417,188       -                -               2,687,352   -               2,687,352      

（２）セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                280,724       116,934      397,658     (397,658) -                  

計 2,270,164      417,188       280,724       116,934      3,085,011   (397,658) 2,687,352      

セグメント利益 380,338        46,092        150,144       40,027 616,603     (179,428) 437,174         

（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△336,519千円、各報告セグメントに配分していない全社費用153,946千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。

不動産賃貸事業

その他の事業

事 業 区 分 主 要 な商品

建材関連事業

HRB事業

四半期連結損益
計算書計上額

（注2）
調整額（注1）

報告セグメント
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（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　該当事項はありません。
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