
貸借対照表（2019/7/31現在） 単位：千円 損益計算書（2018/8/1～2019/7/31） 単位：千円
金額 金額 金額
725,467 流動負債 207,061 売上高 1,668,804

現預金 456,818 未払費用 107,263 　　売上原価 680,662
売掛金 249,009 未払法人税等 1,019 売上総利益 988,142
その他 19,640 その他 98,779 　　販売費及び一般管理費 902,715

固定負債 1,380,750 営業利益 85,427
長期借入金 1,370,000 　　営業外収益 21,208

1,962,489 負債の部合計 1,587,811 　　営業外費用 6,273
有形固定資産 1,804,191 株主資本 1,100,145 経常利益 100,362
無形固定資産 4,118 資本金 15,000 　　特別利益 42,935
投資その他の資産 154,180 利益剰余金 1,085,145 　　特別損失 47,453

税引前当期純利益 95,844
　　法人税、住民税及び事業税 26,522
当期純利益 69,322

純資産の部合計 1,100,145
資産の部合計 2,687,956 負債・純資産の部合計 2,687,956

株主資本等変動計算書（2018/8/1～2019/7/31） 単位：千円
利益剰余金合計 純資産合計

当期期首残高 542,273 1,026,023 1,041,023
当期変動額 59,122 59,122 59,122
当期末残高 601,395 1,085,145 1,100,145

個別注記（2018/8/1～2019/7/31）
重要な会計方針に係る事項に関する注記 その他の注記

固定資産の減価償却方法 　　　有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産 法人税法の規定による旧定率法 　　　無形固定資産の減価償却累計額     37,878,018円

平成19年4月以降取得については定率法 　　　リース資産の減価償却累計額       4,947,000円
法人税法に特に定めのあるものは旧定額法
平成19年4月以降取得については定額法
リース資産についてはリース期間定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法
引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法の規定による
計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜処理による

株主資本等変動計算書に関する注記
発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式数 前期末　　300株 当期末　　300株
　 内　 普通株 前期末　　300株 当期末　　300株

2019/9/27
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科目 科目 科目

資
産
の
部

流動資産

負
債
の
部

固定資産

純
資
産
の
部繰延資産

15,000 1,100,145

資本金 繰越利益剰余金 株主資本合計
15,000 1,041,023

- 59,122



貸借対照表（2018/7/31現在） 単位：千円 損益計算書（2017/8/1～2018/7/31） 単位：千円
金額 金額 金額
741,292 流動負債 247,285 売上高 1,494,904

現預金 466,480 未払費用 80,087 　　売上原価 541,077
売掛金 252,190 未払法人税等 42,646 売上総利益 953,827
その他 22,622 その他 124,552 　　販売費及び一般管理費 819,340

固定負債 1,360,041 営業利益 134,487
長期借入金 1,333,000 　　営業外収益 10,060

1,906,373 負債の部合計 1,607,326 　　営業外費用 9,160
有形固定資産 1,745,853 株主資本 1,041,023 経常利益 135,387
無形固定資産 3,664 資本金 15,000 　　特別利益 9,704
投資その他の資産 156,856 利益剰余金 1,026,023 　　特別損失 12,079

税引前当期純利益 133,012
　　法人税、住民税及び事業税 49,191

684 当期純利益 83,821
純資産の部合計 1,041,023

資産の部合計 2,648,349 負債・純資産の部合計 2,648,349

株主資本等変動計算書（2017/8/1～2018/7/31） 単位：千円
利益剰余金合計 純資産合計

当期期首残高 498,001 981,201 996,201
当期変動額 44,271 44,821 44,821
当期末残高 542,272 1,026,022 1,041,022

個別注記（2017/8/1～2018/7/31）
重要な会計方針に係る事項に関する注記 その他の注記

固定資産の減価償却方法 　　　有形固定資産の減価償却累計額 1,216,845,273円
有形固定資産 法人税法の規定による旧定率法 　　　無形固定資産の減価償却累計額 　  37,042,351円

平成19年4月以降取得については定率法 　　　リース資産の減価償却累計額       4,507,900円
法人税法に特に定めのあるものは旧定額法
平成19年4月以降取得については定額法
リース資産についてはリース期間定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法
引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法の規定による
計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜処理による

株主資本等変動計算書に関する注記
発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式数 前期末　　300株 当期末　　300株
　 内　 普通株 前期末　　300株 当期末　　300株

2018/9/28

15,000 1,041,022

資本金 繰越利益剰余金 株主資本合計
15,000 996,201

- 44,821
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貸借対照表（2017/7/31現在） 単位：千円 損益計算書（2016/8/1～2017/7/31） 単位：千円
金額 金額 金額
687,481 流動負債 153,771 売上高 1,471,781

現預金 476,148 未払費用 86,031 　　売上原価 541,090
売掛金 186,835 未払法人税等 12,575 売上総利益 930,691
その他 24,498 その他 55,165 　　販売費及び一般管理費 822,215

固定負債 1,471,497 営業利益 108,476
長期借入金 1,423,000 　　営業外収益 29,009

1,931,936 負債の部合計 1,625,268 　　営業外費用 9,815
有形固定資産 1,774,698 株主資本 996,201 経常利益 127,670
無形固定資産 627 資本金 15,000 　　特別利益 7,257
投資その他の資産 156,611 利益剰余金 981,201 　　特別損失 2,812

税引前当期純利益 132,115
　　法人税、住民税及び事業税 13,131

2,052 当期純利益 118,984
純資産の部合計 996,201

資産の部合計 2,621,469 負債・純資産の部合計 2,621,469

株主資本等変動計算書（2016/8/1～2017/7/31） 単位：千円
利益剰余金合計 純資産合計

当期期首残高 379,017 862,217 877,217
当期変動額 118,984 118,984 118,984
当期末残高 498,001 981,201 996,201

個別注記（2016/8/1～2017/7/31）
重要な会計方針に係る事項に関する注記 その他の注記

固定資産の減価償却方法 　　　有形固定資産の減価償却累計額 1,204,261,562円
有形固定資産 法人税法の規定による旧定率法 　　　無形固定資産の減価償却累計額 　  36,738,686円

平成19年4月以降取得については定率法 　　　リース資産の減価償却累計額       4,042,900円
法人税法に特に定めのあるものは旧定額法
平成19年4月以降取得については定額法
リース資産についてはリース期間定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法
引当金の計上基準

貸倒引当金 法人税法の規定による
計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜処理による

株主資本等変動計算書に関する注記
発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式数 前期末　　300株 当期末　　300株
　 内　 普通株 前期末　　300株 当期末　　300株

2017/9/29
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15,000 996,201

資本金 繰越利益剰余金 株主資本合計
15,000 877,217

- 118,984


