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令和 ２年 １１月 ２７日  

 

ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ株式会社  
 

 

ディスクレーマー 

 

本資料は、当社の令和３年３月期第２四半期に関する決算情報であり、証券の投資勧誘や証

券の価値判断の基礎を提供することを目的として作成されたものではありません。貴社の取締

役、役員、従業員、代理人及び関係会社は、本資料及び本資料に関連して口頭で提供された情

報を守秘するものとし、当社の事前の書面による同意がある場合を除き、その全体であると一

部であることを問わず、第三者に対してこれを伝達もしくは開示すること、またはこれを複製

もしくは配布することやこれを公表することはできません。本資料につきましては、貴社限り

としてご利用ください。 

 

また、本資料開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表及び個別財務諸表の

監査手続きは終了しておりません。 
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１【四半期連結財務諸表等】 

（１）【四半期連結貸借対照表】 

 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(令和２年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(令和２年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 537,622 233,453 

売掛金 475,125 522,374 

商品及び製品 210,970 254,341 

仕掛品 810,832 559,175 

原材料及び貯蔵品 899,209 882,470 

還付法人税等 7,742 － 

その他 481,849 662,044 

流動資産合計 3,423,349 3,113,857 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,961,213 3,839,395 

機械装置及び運搬具（純額） 20,963,904 22,611,878 

工具、器具及び備品（純額） 74,621 180,786 

建設仮勘定 3,096,180 819,377 

土地 1,175,452 1,179,693 

有形固定資産合計 29,271,370 28,631,129 

無形固定資産   

その他 801 73 

無形固定資産合計 801 73 

投資その他の資産   

長期差入保証金 369,576 368,255 

退職給付に係る資産 108,206 110,279 

その他 80,720 86,643 

投資その他の資産合計 558,502 565,177 

固定資産合計 29,830,673 29,196,379 

資産合計 33,254,022 32,310,236 
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 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(令和２年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

（令和２年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,391 45,263 

リース債務 223,396 87,856 

未払費用 339,055 517,067 

関係会社未払費用 866,076 1,145,346 

未払金 171,697 202,458 

未払法人税等 290 145 

前受金 540,546 546,671 

賞与引当金 27,680 27,454 

その他 140,430 90,309 

流動負債合計 2,312,561 2,662,569 

固定負債   

社債 5,906,340 5,906,340 

長期借入金 1,899,699 1,899,699 

関係会社長期借入金 44,672,998 46,179,303 

リース債務 1,017,542 1,127,865 

繰延税金負債 672,412 673,521 

資産除去債務 438,005 101,074 

固定負債合計 54,606,996 55,887,802 

負債合計 56,919,557 58,550,371 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000 

資本剰余金 50,089,410 50,089,410 

利益剰余金 △73,846,072 △76,425,109 

株主資本合計 △23,656,662 △26,235,699 

その他の包括利益累計額   

退職給付に係る調整累計額 △8,873 △4,436 

その他の包括利益累計額合計 △8,873 △4,436 

純資産合計 △23,665,535 △26,240,135 

負債純資産合計 33,254,022 32,310,236 
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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】 

  （単位：千円）

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 令和２年４月１日 

 至 令和２年９月30日) 

売上高 1,371,768 

売上原価 2,994,565 

売上総損失 △1,622,797 

販売費及び一般管理費 583,445 

営業損失 △2,206,242 

営業外収益  

受取利息 97 

作業くず売却益 3,128 

補助金収入 142,777 

その他 6,562 

営業外収益合計 152,564 

営業外費用  

支払利息 11,542 

関係会社支払利息 438,319 

社債利息 2,953 

為替差損 33,877 

支払手数料 719 

その他 41,162 

営業外費用合計 528,572 

経常損失 △2,582,250 

特別利益  

固定資産売却益 342 

受取保険金 4,095 

特別利益合計 4,437 

特別損失  

固定資産除却損 728 

特別損失合計 728 

税金等調整前四半期純損失 △2,578,541 

法人税、住民税及び事業税 496 

法人税等調整額 － 

法人税等合計 496 

四半期純損失 △2,579,037 

親会社株主に帰属する四半期純損失 △2,579,037 
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【四半期連結包括利益計算書】 

 （単位：千円）

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 令和２年４月１日 

 至 令和２年９月30日) 

四半期純損失 △2,579,037 

その他の包括利益  

退職給付に係る調整額 4,437 

その他の包括利益合計 4,437 

四半期包括利益 △2,574,600 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,574,600 
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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）

 

当第２四半期連結累計期間 

(自 令和２年４月１日 

 至 令和２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損失 △2,578,541 

減価償却費 1,253,313 

賞与引当金の増減額（△は減少） △226 

受取利息及び受取配当金 △97 

補助金収入 △142,777 

支払利息 11,542 

関係会社支払利息 438,319 

社債利息 2,953 

受取保険金 △4,095 

固定資産売却損益（△は益） △342 

固定資産除却損 728 

支払手数料 719 

売上債権の増減額（△は増加） △47,249 

たな卸資産の増減額（△は増加） 225,025 

仕入債務の増減額（△は減少） 41,872 

未払費用の増減額（△は減少） 177,021 

前受金の増減額（△は減少） 6,125 

その他 △616,559 

小計 △1,232,269 

利息及び配当金の受取額 97 

利息の支払額 △56,637 

社債利息の支払額 △2,948 

支払手数料の支払額 △683 

法人税等の支払額 △290 

保険金の受取額 4,095 

補助金の受取額 99,834 

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,188,801 

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 △481,751 

有形固定資産の売却による収入 1,296 

投資活動によるキャッシュ・フロー △480,455 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社長期借入れによる収入 1,400,000 

リース債務の返済による支出 △34,913 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,365,087 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △304,169 

現金及び現金同等物の期首残高 537,622 

現金及び現金同等物の四半期末残高 233,453 

 


