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貸借対照表 

 2019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 2,524,210 流動負債 283,303 

現金及び預金 64,109 買掛金 40,116 

売掛金 215,735 未払金 3,562 

コンテンツ 755,418 未払費用 228,997 

未収入金 56,050 前受金 5,910 

前払費用 40,179 預り金 4,243 

未収消費税 170,700 未払法人税等 475 

預け金 1,222,020 固定負債 12,079 

固定資産 579,172 資産除去債務 12,079 

有形固定資産 30,841 負債の部合計 295,382 

建物附属設備 25,478 純資産の部 

工具器具備品 5,363 株主資本 2,808,000 

無形固定資産 1,039 資本金 90,000 

ソフトウェア 604 資本剰余金 3,514,027 

商標権 435 その他の資本剰余金 3,514,027 

投資その他の資産 547,293 利益剰余金 796,027 

投資有価証券 30,150 その他利益剰余金 796,027 

関係会社株式 510 繰越利益剰余金 796,027 

敷金 36,780 （うち当期純利益） ▲998,512 

繰延税金資産 479,852 純資産の部合計 2,808,000 

資産の部合計 3,103,382 負債・純資産の部合計 3,103,382 
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損益計算書 

 自 2018年 4 月 1 日 
至 2019年 3 月31日  

 

(単位：千円) 

科目 金額 

売上高  2,009,018 

売上原価  2,691,050 

売上総利益  ▲ 682,032 

販売費及び一般管理費  338,865 

営業利益  ▲ 1,020,897 

営業外収益   

受取利息 2,438  

雑収入 1,959 4,398 

営業外費用   

雑損失 582  

商標権償却 60  

為替差損 3 646 

経常利益  ▲ 1,017,144 

特別利益  ― 

特別損失  ― 

税引前当期純利益  ▲ 1,017,144 

法人税等  1,039 

法人税等調整額  19,671 

当期純利益  ▲ 998,512 
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株主資本等変動計算書 

 自 2018年 4 月 1 日 
至 2019年 3 月31日  

 

(単位：千円) 

 株主資本 

純資産 
合計 

 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 
合計 資本 

準備金 
その他 

資本剰余金 
資本剰余金 

合計 
利益準備金 

その他 
利益剰余金 利益剰余金 

合計 繰越 
利益剰余金 

2018年4月1日残高 90,000 ― 3,514,027 3,514,027 ― 202,485 202,485 3,806,512 3,806,512 

事業年度中の変動額          

当期純利益      ▲998,512 ▲998,512 ▲998,512 ▲998,512 

新株の発行          

剰余金の配当          

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― ― ▲998,512 ▲998,512 ▲998,512 ▲998,512 

2019年3月31日残高 90,000 ― 3,514,027 3,514,027 ― ▲796,027 ▲796,027 2,808,000 2,808,000 
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(個別注記) 

1．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法により評価しております。 

② その他有価証券 

時価のあるもの…期末日の市場価格に基づく時価法により評価しております。（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。） 

時価のないもの…移動平均法による原価法により評価しております。 

（2）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法（ただし、2008年4月1日以降に取得した建物および2016年4月1日以降に取得した建物附属

設備及び構築物については定額法）を採用しております。 

② 無形固定資産   

定額法を採用しております。 

（3）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。   

 

2．貸借対照表に関する注記 

関係会社に対する金銭債権・債務 

関係会社に対する短期金銭債権 1,216,487千円 

関係会社に対する短期金銭債務 10,800千円 

  

3．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

売上高 ―千円 

仕入高 70,000千円 

販売費及び一般管理費 38,382千円 

 

4．株主資本等変動計算書に関する注記 

当該事業年度末日における発行済株式の数 

普通株式 1,800株 

 

  



 

― 5 ― 

5．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の内訳 

繰延税金資産  

未払事業所税 306千円 

一括償却資産 1,955千円 

減価償却資産 425,761千円 

資産除去債務 4,178千円 

繰越欠損金 673,251千円 

繰延税金資産小計 1,105,145千円 

評価性引当額 ▲618,484千円 

繰延税金資産合計 486,661千円 

  

繰延税金負債  

未収還付事業税 3,206千円 

除去費用資産 3,909千円 

繰延税金負債合計 7,115千円 

  

繰延税金資産の純額 479,546千円 

 


