
 

貸 借 対 照 表 
（2020年３月31日現在） 

（単位：千円） 

科  目 金  額 科  目 金  額 

資産の部  負債の部   

流動資産 393,241 流動負債 175,522 

  現金及び預金 204,325   買掛金 51,399 

  売掛金 142,392   未払費用 87,478 

  製品 10,379   前受金 506 

  仕掛品 12,647   未払消費税 10,407 

  原材料及び貯蔵品 19,150   預り金 1,525 

  前払費用 4,070   未払法人税等 12,491 

  立替金 169   賞与引当金 11,714 

  未収入金 105 固定負債 218,292 

固定資産 358,059   長期借入金 206,240 

 有形固定資産 355,445   資産除去債務 10,612 

  建物 144,694   預り保証金 1,440 

   減価償却累計額 △ 76,798   負債合計 393,814 

  建物(資産除去債務) 10,084 純資産の部   

   減価償却累計額 △ 7,101 株主資本 357,486 

  建物付属設備 8,235  資本金 30,000 

   減価償却累計額 △ 3,147  利益剰余金 327,486 

  構築物 75,849   その他利益剰余金 327,486 

   減価償却累計額 △ 53,195   繰越利益剰余金 327,486 

  機械及び装置 480,873    

   減価償却累計額 △ 445,075    

  車両運搬具 17,707    

   減価償却累計額 △ 14,788     

  工具、器具及び備品 7,048     

   減価償却累計額 △ 4,254     

  土地 215,311     

 無形固定資産 1,854     

  ソフトウェア 3,825     

   減価償却累計額 △ 1,970     

 投資その他の資産 760     

  出資金 110     

  保証金 182     

  敷金 468   純資産合計 357,486 

  資産合計 751,301   負債純資産合計 751,301 

 (注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 



 

損 益 計 算 書 

 2019 年４月１日から 

  2020 年３月 31 日まで 

（単位：千円） 

科  目 金  額   

売上高   1,097,782 

売上原価   992,247 

  売上総利益   105,535 

販売費及び一般管理費   78,543 

  営業利益   26,992 

営業外収益     

  貸倒引当金戻入額 847   

  受取利息 1   

  受取配当金 10   

  雑収入 5,600   

  家賃収入 8,889   

  補助金収入 1,767 17,117 

営業外費用     

  支払利息 5,536 5,536 

  経常利益   38,572 

特別利益     

  被災保険金 26,613 26,613 

特別損失     

  被災修繕費 22,002   

  固定資産除却損 0 22,002 

  税引前当期純利益   43,183 

  法人税、住民税及び事業税   20,547 

  当期純利益   22,635 

 (注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 



 

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 
 2019 年４月１日から 

  2020 年３月 31 日まで 

          （単位：千円） 

  株主資本 

純資産合計 
  

資本金 

利益剰余金 

株主資本合計   その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

  繰越利益剰余金 

当期首残高 30,000 304,850 304,850 334,850 334,850 

当期変動額           

  当期純利益   22,635 22,635 22,635 22,635 

当期変動額合計   22,635 22,635 22,635 22,635 

当期末残高 30,000 327,486 327,486 357,486 357,486 

 (注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 



 

個別注記表 

 

１． 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 
  製品、原材料、仕掛品  総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による 

簿価切下げの方法により算定） 
  貯蔵品         最終仕入原価法 
 
 (2) 固定資産の減価償却の方法 
① 有形固定資産 

  定額法によっております。 
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
建物      ６～26年  
構築物     10～15年  
機械装置    ２～15年 
車両運搬具   ２～６年 
工具器具備品  ４～15年 

② 無形固定資産 
・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(５～６年)に基づく定額法によって

おります。 

 
(3) 引当金の計上基準 

 

① 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てる為、支給見込み額うち
当事業年度の負担額を計上しております。 

 
(4) 消費税等の会計処理 

 
税抜方式によっております。 

 

 

２． 資産除去債務に関す売る注記 

  当事業年度末（2020 年３月 31 日） 

  資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

(1) 当該資産除去債務の概要 

アスベストを含有する建物を除却する場合に伴う処理費用等である。 

 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法 

物件名 除去費用見積額 割引率 
当初計上日 

使用見込期間 
資産除去債務の額 

工場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼

板葺平家建 
4,277 千円 0.000％ 2011 年９月１日 

６年(72 ヶ月) 

4,277 千円 

工場 鉄骨造スレート葺平

家建 
6,578 千円 1.042％ 2011 年９月１日 

18 年(216 ヶ月) 

5,458 千円 

厚生棟 鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺 2 階建 

383 千円 0.646％ 2011 年９月１日 

15 年(180 ヶ月) 

348 千円 

 

 

 

 

 

 

 



 

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

（単位：千円）    
物件名 期首残高 時の経過による調整額 期末残高 

工場 鉄骨造亜鉛メッキ鋼

板葺平家建 4,277 0 4,277 

工場 鉄骨造スレート葺平

家建 
5,905 61 5,966 

厚生棟 鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺 2階建 
365 2 367 

計 10,548 63 10,612 

 

 

３．株主資本等変動計算書に関する注記 

当事業年度の末日における発行済株式の種類および総数 

  普通株式              600株 

 


