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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 5,794 4.4 1,206 17.5 1,165 8.6 656 7.2
23年3月期第2四半期 5,551 1.2 1,027 9.0 1,073 10.5 612 7.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 413百万円 （15.4％） 23年3月期第2四半期 357百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 31.13 ―

23年3月期第2四半期 28.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 30,450 19,427 63.8
23年3月期 30,932 19,662 63.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  19,427百万円 23年3月期  19,662百万円

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  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 22.00 22.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

通期 12,350 5.1 2,510 6.1 2,600 5.4 1,470 12.0 70.23

           



(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  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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 
・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、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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 26,906,346 株 23年3月期 26,906,346 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 5,975,589 株 23年3月期 5,657,400 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 21,090,512 株 23年3月期2Q 21,798,009 株
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1.　当四半期決算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2四半期連結累計期間における我が国経済は、今年3月の東日本大震災以降停滞していた生産活動は回復に向

かいつつありますが、電力供給不足の問題に加え、円高・株安の進行や欧州の財政不安など、国内外とも懸念すべき問

題も多く、日本経済の先行きは引き続き不透明な状況で推移してきました。

　当社関連業界につきましては、新設住宅着工件数は引き続き回復基調にありますが、震災による建築現場の工期の遅

れが発生し、当社の業績にも少なからず影響を及ぼしました。

　この結果、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5,794百万円（前年同四半期比4.4％増）、

営業利益は1,206百万円（同17.5％増）、経常利益は1,165百万円（同8.6％増）となり、四半期純利益は656百万円（同

7.2％増）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5,166百万円（同6.3％増）、また、ＨＲＢ事業の売上高は628百万円

（同9.1％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2四半期連結累計期間末における資産総額は前連結会計年度末に比べ482百万円減少の30,450百万円となり、

また、負債総額は前連結会計年度末に比べ247百万円減少の11,022百万円となりました。純資産は剰余金の処分や自己

株式の取得により、前連結会計年度末に比べ234百万円減少の19,427百万円となり、この結果、自己資本比率は63.8%と

りました。

②連結キャッシュ・フロー

　当第2四半期連結累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1,602

百万円減少の1,573百万円となりました。なお、当四半期連結累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1,121百万円となりましたが、法人税等の支払などにより、営業活動によるキャッシュ・フロ

ーは510百万円（前年同四半期は73百万円の収入）となりました。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は1,261百万円（前年同四半期は223百万円の収入）となりました。その主な内訳は、岩井

流通センターの倉庫建設費用など、有形固定資産の取得による支出1,048百万円等によるものです。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は828百万円（前年同四半期は855百万円の支出）となりました。その主な内訳は、借入金

の返済や社債の償還のほか、配当金の支払が422百万円、自己株式の取得による支出が223百万円あります。

（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23年4月4日公表時から変更しておりません。
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2.サマリー情報（その他）に関する情報

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　  　該当事項はありません。

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　  　該当事項はありません。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　  　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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,075,997 5,673,412

受取手形及び売掛金 2,937,780 2,755,433

商品 1,946,255 2,174,360

仕掛品 2,679 2,151

その他 321,730 596,940

貸倒引当金 △36,530 △24,991

流動資産合計 12,247,913 11,177,307

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,363,548 5,570,321

土地 10,502,081 11,218,103

その他（純額） 598,454 494,909

有形固定資産合計 16,464,084 17,283,335

無形固定資産 218,193 212,974

投資その他の資産   

投資有価証券 1,361,836 1,040,686

その他 606,284 706,561

貸倒引当金 △7,014 △7,372

投資その他の資産合計 1,961,106 1,739,875

固定資産合計 18,643,384 19,236,185

繰延資産   

社債発行費 41,088 36,758

繰延資産合計 41,088 36,758

資産合計 30,932,385 30,450,251
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 217,872 265,887

短期借入金 847,520 847,520

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 802,628 467,459

賞与引当金 61,470 86,842

役員賞与引当金 31,730 －

その他 453,693 450,901

流動負債合計 2,514,914 2,218,609

固定負債   

社債 5,700,000 5,650,000

長期借入金 3,009,980 2,877,920

役員退職慰労引当金 33,941 33,941

その他 11,300 242,238

固定負債合計 8,755,221 8,804,100

負債合計 11,270,136 11,022,709

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 9,824,815 10,056,480

自己株式 △4,814,751 △5,037,597

株主資本合計 19,741,037 19,749,855

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △50,346 △113,775

繰延ヘッジ損益 △28,441 △208,539

その他の包括利益累計額合計 △78,788 △322,314

純資産合計 19,662,249 19,427,541

負債純資産合計 30,932,385 30,450,251
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（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 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,551,232 5,794,757

売上原価 2,969,486 2,982,821

売上総利益 2,581,745 2,811,935

販売費及び一般管理費 1,554,318 1,605,204

営業利益 1,027,426 1,206,731

営業外収益   

受取配当金 15,044 20,763

その他 107,531 107,293

営業外収益合計 122,576 128,056

営業外費用   

支払利息 67,135 69,707

デリバティブ評価損 － 72,328

その他 9,764 26,933

営業外費用合計 76,900 168,970

経常利益 1,073,103 1,165,817

特別利益   

固定資産売却益 184 －

投資有価証券売却益 43,995 －

特別利益合計 44,179 －

特別損失   

固定資産処分損 27,182 36

投資有価証券売却損 2,734 1,800

投資有価証券評価損 － 27,749

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,888 －

その他 － 14,908

特別損失合計 33,805 44,495

税金等調整前四半期純利益 1,083,477 1,121,322

法人税、住民税及び事業税 488,011 427,839

法人税等調整額 △16,886 36,839

法人税等合計 471,125 464,678

少数株主損益調整前四半期純利益 612,351 656,643

少数株主利益 － －

四半期純利益 612,351 656,643
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 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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 612,351 656,643

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △130,217 △63,428

繰延ヘッジ損益 △124,292 △180,097

その他の包括利益合計 △254,510 △243,525

四半期包括利益 357,841 413,117

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 357,841 413,117

少数株主に係る四半期包括利益 － －

           

㈱アドヴァン（7463）　平成24年3期第2四半期決算短信

-7-



 （３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 1,083,477 1,121,322

減価償却費 201,698 204,661

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,000 25,372

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 8,919 △31,730

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,854 △11,180

受取利息及び受取配当金 △33,477 △27,128

支払利息 67,135 69,707

自己株式取得費用 649 792

社債発行費償却 4,329 4,329

為替差損益（△は益） 4,785 21,811

デリバティブ評価損益（△は益） － 72,328

固定資産売却損益（△は益） △184 －

固定資産処分損益（△は益） 27,182 36

投資有価証券売却損益（△は益） △41,260 1,800

投資有価証券評価損益（△は益） － 27,749

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） △145,697 182,347

たな卸資産の増減額（△は増加） △418,055 △238,694

仕入債務の増減額（△は減少） △33,743 △8,334

その他 △66,673 △106,006

小計 601,119 1,309,186

利息及び配当金の受取額 29,248 26,967

利息の支払額 △67,164 △69,923

法人税等の支払額 △489,689 △755,724

営業活動によるキャッシュ・フロー 73,514 510,506

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 △2,560,879 △3,100,000

定期預金の払戻による収入 4,007,790 2,900,000

有形固定資産の取得による支出 △1,701,990 △1,048,355

無形固定資産の取得による支出 △4,320 △6,565

投資有価証券の取得による支出 △687,125 △678

投資有価証券の売却による収入 996,886 22,495

投資有価証券の償還による収入 200,000 －

その他 △26,917 △28,812

投資活動によるキャッシュ・フロー 223,442 △1,261,916

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 84,572 －

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △276,360 △432,060

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △177,539 △223,639

配当金の支払額 △435,811 △422,408

財務活動によるキャッシュ・フロー △855,139 △828,108

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,845 △23,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △555,336 △1,602,584

現金及び現金同等物の期首残高 1,478,391 3,175,997

現金及び現金同等物の四半期末残高 923,054 1,573,412
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（4）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　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）

　　該当事項はありません。

（5）セグメント情報等

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間  （自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

　1.　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
（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

　外部顧客への売上高 4,859,688      691,543       -                -               5,551,232   -               5,551,232      

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                561,448       234,424      795,873     △ 795,873 -                  

計 4,859,688      691,543       561,448       234,424      6,347,105   △ 795,873 5,551,232      

セグメント利益 938,077        51,834        315,494       73,887 1,379,294   △ 351,867 1,027,426      

（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△47,721千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△304,146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。

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。

当第2四半期連結累計期間  （自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

1.　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報
（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

　外部顧客への売上高 5,166,018      628,739       -                -               5,794,757   -               5,794,757      

　セグメント間の内部売上高又は振替高 -                 -                560,789       193,960      754,749     △ 754,749 -                  

計 5,166,018      628,739       560,789       193,960      6,549,507   △ 754,749 5,794,757      

セグメント利益 1,204,516      52,205        252,876       34,784 1,544,382   △ 337,651 1,206,731      

（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△7,446千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△330,205千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。

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。

（6）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　平成23年4月1日　至　平成23年9月30日）

　　該当事項はありません。

報告セグメント
調整額（注1）

四半期連結損益
計算書計上額

（注2）

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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