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ＡｖａｎＳｔｒａｔｅ株式会社  
 

 

ディスクレーマー 

 

本資料は、当社の平成31年３月期第１四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 

(平成30年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,515,144 3,341,983 

売掛金 1,845,627 2,012,399 

商品及び製品 719,814 587,262 

仕掛品 424,691 476,388 

原材料及び貯蔵品 1,078,061 1,308,928 

還付法人税等 360,827 360,797 

その他 810,639 1,080,658 

流動資産合計 8,754,803 9,168,415 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,876,755 4,714,630 

機械装置及び運搬具（純額） 31,115,130 30,487,884 

工具、器具及び備品（純額） 204,230 182,581 

建設仮勘定 292,965 331,554 

有形固定資産合計 36,489,080 35,716,649 

無形固定資産   

ソフトウェア 22,882 14,211 

その他 873 853 

無形固定資産合計 23,755 15,064 

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,220,619 1,209,567 

長期差入保証金 479,028 360,777 

退職給付に係る資産 79,657 79,262 

その他 73,217 73,390 

投資その他の資産合計 1,852,521 1,722,996 

固定資産合計 38,365,356 37,454,709 

資産合計 47,120,159 46,623,124 
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  （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成30年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,934 46,638 

未払費用 555,167 659,829 

関係会社未払費用 173,615 183,236 

未払金 687,322 41,311 

未払法人税等 235 － 

前受金 542,000 686,267 

賞与引当金 69,536 104,221 

その他 28,768 127,004 

流動負債合計 2,097,577 1,848,546 

固定負債   

社債 6,696,360 6,696,360 

長期借入金 1,899,699 1,899,699 

関係会社長期借入金 42,765,584 42,815,399 

繰延税金負債 2,332,802 2,327,357 

その他 405,991 409,368 

固定負債合計 54,100,436 54,148,183 

負債合計 56,198,013 55,996,729 

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 △59,268,807 △59,564,558 

株主資本合計 △9,079,397 △9,375,148 

その他の包括利益累計額   

退職給付に係る調整累計額 1,543 1,543 

その他の包括利益累計額合計 1,543 1,543 

純資産合計 △9,077,854 △9,373,605 

負債純資産合計 47,120,159 46,623,124 



－ 4 － 

（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１四半期連結累計期間 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成30年６月30日) 

売上高 2,616,862 

売上原価 2,596,721 

売上総利益 20,141 

販売費及び一般管理費 382,457 

営業損失 △362,316 

営業外収益  

受取利息 208 

作業くず売却益 2,932 

受取補償金 4,796 

その他 830 

営業外収益合計 8,766 

営業外費用  

関係会社支払利息 209,449 

為替差損 23,686 

支払手数料 613 

その他 6,559 

営業外費用合計 240,307 

経常損失 △593,857 

特別利益  

受取保険金 437,997 

特別利益合計 437,997 

特別損失  

固定資産除却損 140,818 

特別損失合計 140,818 

税金等調整前四半期純損失 △296,678 

法人税、住民税及び事業税 1,062 

法人税等調整額 △1,989 

法人税等合計 △927 

四半期純損失 △295,751 

親会社株主に帰属する四半期純損失 △295,751 
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【四半期連結包括利益計算書】 

 （単位：千円） 

 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成30年６月30日) 

四半期純損失 △295,751 

その他の包括利益  

退職給付に係る調整額 － 

その他の包括利益合計 － 

四半期包括利益 △295,751 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △295,751 
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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１四半期連結累計期間 

(自 平成30年４月１日 

 至 平成30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損失 △296,678 

減価償却費 702,154 

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,685 

受取利息及び受取配当金 △208 

関係会社支払利息 209,449 

受取保険金 △437,997 

固定資産除却損 140,818 

支払手数料 613 

売上債権の増減額（△は増加） △166,772 

たな卸資産の増減額（△は増加） △150,012 

仕入債務の増減額（△は減少） 5,704 

未払費用の増減額（△は減少） 104,662 

その他 △182,482 

小計 △36,064 

利息及び配当金の受取額 208 

利息の支払額 △150,013 

支払手数料の支払額 △5,112 

法人税等の支払額 △433 

保険金の受取額 437,997 

営業活動によるキャッシュ・フロー 246,583 

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 △419,744 

投資活動によるキャッシュ・フロー △419,744 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

財務活動によるキャッシュ・フロー － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △173,161 

現金及び現金同等物の期首残高 3,515,144 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,341,983 

 


