
 

2020 年 9 月 15 日 

各 位 

会社名 株式会社アバント 

代表者名 代表取締役社長 森川 徹治 

（コード：3836 東証第一部） 

問合せ先 取締役財務担当 春日 尚義 

（TEL：03-6388-6739） 

 

（再訂正・数値データ訂正） 

「2020 年 6 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」及び「決算説明資料」の一部訂正について 

 

株式会社アバント（証券コード：3836）が 2020 年 8 月 3 日に開示いたしました「2020 年 6 月期決算短信〔日本基

準〕（連結）」と「2020 年 6 月期決算説明資料」につきまして、同年 8 月 17 日に当該資料の一部訂正をお知らせ

いたしましたが、再度訂正すべき事項が判明いたしましたので、お知らせいたします。また、「2020 年 6 月期決算

短信〔日本基準〕（連結）」につきましては数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いた

します。ホームページには訂正後の資料を掲載いたします。 

 

記 

 

１．訂正理由 

2020 年 6 月期の連結財務諸表等において、法人税等の処理に一部誤りがあることが判明したため、8 月 17 日

付けの訂正開示で、連結損益計算書と連結貸借対照表及びその説明について訂正を行いましたが、今回は連

結キャッシュ・フロー計算書及びその説明について訂正を行うものであります。 

 

２．訂正箇所 

＜2020 年 6 月期決算短信〔日本基準〕（連結） 7 頁＞ 

１．経営成績等の概況 

（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

 

【訂正前】 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 （前略）減少要因の主な内訳は、法人税等の支払額 799 百万円、未払金及び未払費用の増加額 124 百万円な

どであります。 

 

【訂正後】 



（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

（前略）減少要因の主な内訳は、法人税等の支払額 913 百万円、未払金及び未払費用の減少額 10 百万円など

であります。 

 

＜2020 年 6 月期決算短信〔日本基準〕（連結） 16 頁＞ 

３．連結財務諸表及び主な注記 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2018年７月１日 
 至 2019年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 2019年７月１日 
 至 2020年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 2,003,783 2,282,082 

 減価償却費 167,080 227,944 

 株式報酬費用 3,562 8,623 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 866 △9,277 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 161,824 △4,501 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 24,294 △17,779 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 55,748 △44,171 

 受取利息及び受取配当金 △4,080 △5,797 

 移転補償金 △8,137 － 

 支払利息 149 744 

 支払手数料 2,649 4,755 

 株式交付費 942 413 

 損害賠償金 1,620 － 

 受取和解金 △31,200 － 

 投資事業組合運用損益（△は益） 2,571 △371 

 助成金収入 △990 △2,220 

 売上債権の増減額（△は増加） △512,541 182,057 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △84,168 38,307 

 前払費用の増減額（△は増加） △28,377 △66,011 

 仕入債務の増減額（△は減少） 77,404 △83,085 

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 24,533 △124,535 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 37,548 152,446 

 前受収益の増減額（△は減少） 182,593 218,453 

 長期未収入金の増減額（△は増加） － △34,706 

 その他 △4,807 △40,670 

 小計 2,072,870 2,682,699 

 利息及び配当金の受取額 4,138 6,021 

 利息の支払額 △149 △744 

 移転補償金の受取額 5,695 － 

 損害賠償金の支払額 △1,620 － 

 和解金の受取額 31,200 － 

 助成金の受取額 990 2,220 

 法人税等の支払額 △792,905 △799,440 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,320,217 1,890,755 

 



 

【訂正後】 
           (単位：千円) 
          前連結会計年度 

(自 2018年７月１日 
 至 2019年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 2019年７月１日 
 至 2020年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 2,003,783 2,282,082 

 減価償却費 167,080 227,944 

 株式報酬費用 3,562 8,623 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 866 △9,277 

 賞与引当金の増減額（△は減少） 161,824 △4,501 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） 24,294 △17,779 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 55,748 △44,171 

 受取利息及び受取配当金 △4,080 △5,797 

 移転補償金 △8,137 － 

 支払利息 149 744 

 支払手数料 2,649 4,755 

 株式交付費 942 413 

 損害賠償金 1,620 － 

 受取和解金 △31,200 － 

 投資事業組合運用損益（△は益） 2,571 △371 

 助成金収入 △990 △2,220 

 売上債権の増減額（△は増加） △512,541 182,057 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △84,168 38,307 

 前払費用の増減額（△は増加） △28,377 △66,011 

 仕入債務の増減額（△は減少） 77,404 △83,085 

 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 24,533 △10,031 

 未払消費税等の増減額（△は減少） 37,548 152,446 

 前受収益の増減額（△は減少） 182,593 218,453 

 長期未収入金の増減額（△は増加） － △34,706 

 その他 △4,807 △40,670 

 小計 2,072,870 2,797,203 

 利息及び配当金の受取額 4,138 6,021 

 利息の支払額 △149 △744 

 移転補償金の受取額 5,695 － 

 損害賠償金の支払額 △1,620 － 

 和解金の受取額 31,200 － 

 助成金の受取額 990 2,220 

 法人税等の支払額 △792,905 913,944 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,320,217 1,890,755 
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財務・キャッシュフローの状況 

 

【訂正前】 

 

【訂正後】 

 

 

 

以上 

主な増減の要因
・ 税⾦等調整前当期純利益 2,282百万円
・ 減価償却費 227百万円
・ 前受収益の増加 218百万円
・ 売上債権の減少 182百万円
・ 未払⾦及び未払費⽤の減少 △125百万円
・ 仕⼊債務の減少 △83百万円
・ 法⼈税等の⽀払額 △800百万円

・ 有形固定資産の取得 △236百万円
・ 保証⾦の差⼊ △138百万円

・ 配当⾦の⽀払額 △281百万円

主な増減の要因

・ 税⾦等調整前当期純利益 2,282百万円
・ 減価償却費 227百万円
・ 前受収益の増加 218百万円
・ 売上債権の減少 182百万円
・ 仕⼊債務の減少 △83百万円
・ 引当⾦の減少額 △75百万円
・ 法⼈税等の⽀払額 △913百万円

・ 有形固定資産の取得 △236百万円
・ 保証⾦の差⼊ △138百万円

・ 配当⾦の⽀払額 △281百万円


