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計 算 書 類  

 

貸  借  対  照  表 
（２０１９年３月３１日現在） 

 
 （単位：千円）  

資産の部 負債の部 

流動資産 3,726,412  流動負債 546,018  

現金及び預金 2,976,137  買掛金 210,493  

売掛金 411,667  未払金 205,195  

未収入金 473  未払法人税等 106,392  

商品 7,920  未払費用 3,298  

半製品 5  未払消費税等 17,854  

仕掛品 39,775  その他 2,783  

貯蔵品 35,269     

製品 251,521     

前払費用 3,361  固定負債 171,200  

前払金 211  預り保証金 166,000  

その他 70  退職給付引当金 5,200  

      

      

固定資産 104,361     

有形固定資産 21,800     

建物付属設備 11,290     

工具器具備品 30,693     

建設仮勘定 1,000  負債合計 717,218  

減価償却累計額 △21,184  純資産の部  

無形固定資産 37,608  株主資本 3,113,555  

電話加入権 450  資本金 1,500,000  

商標権 563  利益剰余金 1,927,594  

ソフトウエア 36,594    その他利益剰余金 1,927,594  

投資その他の資産 44,952     繰越利益剰余金 1,927,594  

敷金保証金 19,337  自己株式 △314,039  

破産債権 2     

貸倒引当金 △2  純資産合計 3,113,555  

繰延税金資産 25,615     

資 産 合 計 3,830,774  負債及び純資産合計 3,830,774  

（注）記載金額は記載単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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 損 益 計 算 書 

（自２０１８年４月 1 日より ２０１９年３月３１日まで） 

                                            

  （単位：千円）  

科 目  金 額  

売上高   4,534,246  

売上原価   3,761,790  

売上総利益   772,455  

販売費及び一般管理費   458,772  

営業利益   313,683  

営業外収益     

受取利息  30   

雑収入  0 30  

営業外費用     

支払利息  653 653  

経常利益   313,060  

特別損失     

固定資産処分損  875 875  

税引前当期純利益   312,185  

法人税、住民税及び事業税  102,228   

法人税等調整額  △7,060 95,168  

当期純利益   217,017  

（注）記載金額は記載単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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株主資本等変動計算書 

2018 年 4 月 1 日 より 

2019 年 3 月 31 日 まで 

 

(単位：千円) 

 株主資本  

資本金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 純資産合計 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 1,500,000 1,710,577 1,710,577 △314,039 2,896,537 2,896,537 

当期変動額       

当期純利益  217,017 217,017  217,017 217,017 

当期変動額合計 － 217,017 217,017 － 217,017 217,017 

当期末残高 1,500,000 1,927,594 1,927,594 △314,039 3,113,555 3,113,555 

（注）記載金額は記載単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 

 

（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      

 商 品・・・最終仕入原価法 

   半製品・・・最終仕入原価法 

    仕掛品・・・総平均法 

    貯蔵品・・・最終仕入原価法 

    製 品・・・総平均法 

  なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定をしています。 

            

 （２）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産・・・定額法 

② 無形固定資産 

     ・自社利用目的のソフトウェア・・・社内における利用可能期間(５年)に
基づく定額法 

     ・その他・・・定額法 

 

（３）引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

売掛債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。 

    ②退職給付引当金 

     従業員への退職金の支給に備えるため、退職金規程による自己都合退職金
期末要支給額を計上しております。 

 

 （４）消費税等の会計処理の方法・・・税抜方式 
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（表示方法の変更） 

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う表示方法の変更） 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28号 2018年 2月 16 

日）等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区 

分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

 短期金銭債権        ５１，５５５千円 

 短期金銭債務    ６，５２６千円 

 

（損益計算書に関する注記） 

関係会社との取引高 

売上高     ８５３，４０３千円 

販売費及び一般管理費    ２６，１０３千円 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

（１）当事業年度の末日における発行済株式の数 

  普通株式 ・・・ ３０，０００株 

（２）当事業年度の末日における自己株式の数 

      普通株式 ・・・  ３，６７５株 

（３）当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

      該当事項はありません。 

（４）当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

  該当事項はありません。 
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（金融商品に関する注記) 

（１）金融商品の状況に関する事項 

・当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関と
取引しております。 

    ・営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。 

    ・営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日です。 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

２０１９年３月３１日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価およ 

びこれらの差額につきましては、次のとおりであります。 

 

区  分 貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額 

(1) 現金及び預金 2,976,137千円  2,976,137千円  -  

(2) 売掛金 411,667千円  411,667千円      - 

(3) 買掛金 （210,493千円） （210,493千円） -  

(4) 未払金 （205,195千円） （205,195千円） -  
 

(*1)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

 

（注）金融商品の時価算定方法に関する事項 

（１）現金及び預金、並びに（２）売掛金 

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額によっております。 

（３）買掛金、並びに（４）未払金 

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
該帳簿価額によっております。 
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（税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

 （繰延税金資産） 

未払事業税                            6,429 千円 

棚卸資産                          39,248 千円 

退職給付引当金                1,592 千円 

その他                    3,171 千円 

繰延税金資産 小計               50,441 千円 

評価性引当額                      △ 24,826 千円 

繰延税金資産  合計                    25,615 千円 

  

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

(１） 法人主要株主等       （単位：千円） 

属 性 会社等の名称 

議決権等の 

所有(被所有) 

割合 

関連 

当事者 

との関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

主要株主 

(法人) 

東芝インフラシ

ステムズ㈱ 

被所有 

 直接 13.96％ 
製造委託  資材の仕入  1,366,651  買掛金  93,833  

㈱日立製作所 
被所有 

 直接 13.96％ 
業務運営 業務委託 582,774 未払金 125,133 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (注 1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定してお
ります。 

    また、製造委託は見積入札結果に基づいた発注を実施しております。 

 (注 2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含め
ております。 
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（２）法人主要株主等の子会社等          （単位：千円） 

属 性 
会社等の名

称 

議決権等の

所有(被所

有) 割合 

関連当

事者と

の関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

主要株主(会

社等)が議決

権の過半数

を所有して

いる会社 

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑ

ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞ

ｬﾊﾟﾝ㈱  (ﾊﾟ

ﾅｿﾆｯｸ㈱の子

会社） 

なし 

製造委

託 

  

資材の仕入 1,347,739 買掛金 96,312 

取引条件及び取引条件の決定方法等 

(注 1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、価格交渉の上で決定してお
ります。 

     また、製造委託は見積入札結果に基づいた発注を実施しております。 

 (注 2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含め
ております。 

  

 

 

（１株当たり情報に関する注記）       

（１）１株当たり純資産額 ・・・  １１８，２７３円７０銭  

（２）１株当たり当期純利益・・・    ８，２４３円７７銭 

 

（重要な後発事象に関する注記）       

   該当事項はありません。      

          

 

 


