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貸 借 対 照 表 
（平成27年3月31日現在） 

（単位：千円） 

資産の部 負債の部 

科  目 金  額 科  目 金  額 

 流動資産 10,674,812  流動負債 12,651,253 

  現金及び預金 854,380   買掛金 2,228,704 

  受取手形 1,017,383   短期借入金 8,634,133 

  売掛金 4,565,287   割引手形 887,506 

  原材料 1,848,130   リース債務 12,920 

  製  品 1,207,136   未払金 546,163 

  仕掛品 294,351   未払費用 168,510 

  貯蔵品 38,414   前受金 7,498 

  通貨オプション 188,371   仮受金 3,000 

  未収還付法人税等 4,679   未払消費税 38,219 

  繰延税金資産 172,814   預り金 4,851 

  その他 512,242   未払法人税等 57,687 

  貸倒引当金 △ 28,379   賞与引当金 59,945 

 固定資産 11,745,763   為替予約 2,112 

  有形固定資産 11,140,768  固定負債 9,233,980 

  建  物 2,210,999   繰延税金負債 47,894 

  建物附属設備 337,295   長期借入金 9,166,218 

  構築物 278,395   リース債務 19,868 

  機械及び装置 7,705,598     

  車両運搬具 178,555     

  工具器具備品 15,401  負債合計 21,885,233 

  立 木 3,859 純資産の部 

  土  地 3,996,242 科  目 金  額 

  リース資産 61,497  株主資本 536,778 

  減価償却累計額 △ 3,647,076   資本金 498,000 

  無形固定資産 43,062   資本剰余金 198,000 

  ソフトウェア 40,099    資本準備金 198,000 

  ソフトウェア仮勘定 2,962   利益剰余金 △ 159,221 

  投資その他の資産  561,932    その他利益剰余金 △ 159,221 

  関係会社株式 451,450     圧縮記帳積立金 370,690 

  長期貸付金 10,050     繰越利益剰余金 △ 529,912 

  長期前払費用 375  評価・換算差額等 △ 1,435 

  保険積立金 8,694   繰延ヘッジ損益 △ 1,435 

  長期滞留債権 801,039    

  保証金 1,810    

  敷  金 896    

  通貨オプション 87,273    

  その他 1,899    

  貸倒引当金 △ 801,555  純資産合計 535,342 

 資産合計 22,420,576  負債・純資産合計 22,420,576 

 (注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 
 平成 26年１月１日から 

  平成 27年３月 31日まで 

 

（単位：千円） 

科  目 金  額 

 売上高   38,545,986 

 売上原価   38,626,598 

   売上総損失   80,612 

 販売費及び一般管理費   583,278 

   営業損失   663,890 

 営業外収益     

  受取利息 582   

  雑収入 259,455   

  為替差益 485,397 745,435 

 営業外費用     

  支払利息 281,285   

  手形売却損 57,371   

  融資手数料 114,595   

  貸倒損失 5,424   

  雑損失 5,814   

  貸倒引当金繰入額 801,555 1,266,046 

   経常損失   1,184,501 

 特別利益     

  補助金収入 743,811  

  固定資産売却益 54,876 798,687 

 特別損失     

  固定資産除却損 51,872   

  過年度損益修正損 20,902   

  圧縮記帳損 249,321 322,096 

  税引前当期純損失   707,910 

  法人税等 106,985  

  法人税等調整額 △ 88,476 18,508 

  当期純損失   726,418 

 (注)金額は千円未満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 
 平成 26年１月１日から 

  平成 27年３月 31日まで 

（単位：千円） 

 

株 主 資 本 評価・換算差額等 

純資産 

合計 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

繰延 

ヘッジ 

損益 

評価・ 

換算差額 

等合計 

資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

その他利益剰余金 利益 

剰余金 

合計 

圧縮記帳 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 498,000 198,000 198,000 －  567,196 567,196 1,263,196 － － 1,263,196 

当期変動額           

圧縮積立金の 

積立て 
   370,690 △370,690 － －   － 

当期純利益又は 

当期純損失(△) 
    △726,418 △726,418 △726,418   △726,418 

株主資本以外の項目の 

当期変動額（純額） 
       △1,435 △1,435 △1,435 

当期変動額合計 － － － 370,690 △1,097,109 △726,418 △726,418 △1,435 △1,435 △727,853 

当期末残高 498,000 198,000 198,000 370,690 △529,912 △159,221 536,778 △1,435 △1,435 535,342 

 (注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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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)資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 
① 有価証券 
 ・子会社株式及び 

関連会社株式 
移動平均法による原価法 

② デリバティブの評価基準及び評価方法 
デリバティブ 時価法 

③ 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（リース資産を除く） 

  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      ２～32年 
機械装置    ２～10年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 
・自社利用のソフトウェア 
 
・その他の無形固定資産 

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま
す。 
定額法によっております。 

③ リース資産  
・所有権移転外ファイナンス・ 

リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま

す。 

 
(3) 引当金の計上基準 

 

① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 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、支給見込み額のうち
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．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              13,920株 

 

  
 

 


