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貸借対照表 

 2021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 496,878 流動負債 162,862 

現金及び預金 20,006 買掛金 49,469 

売掛金 169,352 未払金 955 

貯蔵品 20 未払費用 85,540 

仕掛品 3,990 前受金 17,218 

コンテンツ 85,316 預り金 1,187 

立替金 1,192 未払消費税等 7,543 

前払費用 7,296 未払法人税等 950 

預け金 209,707 固定負債 12,117 

  資産除去債務 12,117 

固定資産 45,687 負債の部合計 174,979  

投資その他の資産 45,687 純資産の部 

投資有価証券 8,906 株主資本 367,586 

敷金 36,780 資本金 90,000 

  資本剰余金 3,514,027 

  その他の資本剰余金 3,514,027 

  利益剰余金 ▲3,236,441 

  その他利益剰余金 ▲3,236,441 

  繰越利益剰余金 ▲3,236,441 

  （うち当期純利益） ▲386,630 

  純資産の部合計 367,586 

資産の部合計 542,564 負債・純資産の部合計 542,564 
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損益計算書 

 自 2020年 4 月 1 日 
至 2021年 3 月31日  

 

(単位：千円) 

科目 金額 

売上高  1,302,219 

売上原価  1,438,810 

売上総利益  136,591 

販売費及び一般管理費  206,602 

営業利益  ▲343,193 

営業外収益   

受取利息 86  

雑収入 641  

為替差益 10 737 

営業外費用   

商標権償却 60  

為替差損 32 92 

経常利益  ▲342,548 

特別利益  ― 

特別損失   

固定資産評価損 25,713  

投資有価証券評価損 21,244 46,957 

税引前当期純利益  ▲389,505 

法人税等  950 

法人税等調整額  3,826 

当期純利益  ▲386,630 
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株主資本等変動計算書 

 自 2020年 4 月 1 日 
至 2021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 

2020年4月1日残高 90,000 ― 3,514,027 3,514,027 ― ▲2,849,812 ▲2,849,812 754,215 754,215 

事業年度中の変動額          

当期純利益      ▲386,630 ▲386,630 ▲386,630 ▲386,630 

新株の発行          

剰余金の配当          

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― ― ▲386,630 ▲386,630 ▲386,630 ▲386,630 

2021年3月31日残高 90,000 ― 3,514,027 3,514,027 ― ▲3,236,441 ▲3,236,441 ▲3,236,441 ▲3,236,441 
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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 23,015千円 

関係会社に対する短期金銭債務 10,827千円 

  

3．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

売上高 97,625千円 

仕入高 41,268千円 

販売費及び一般管理費 46,900千円 

 

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 
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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 211千円 

固定資産減価償却 116,110千円 

少額固定資産償却 293千円 

投資有価証券評価損 7,348千円 

資産除去債務 4,191千円 

繰越欠損金 1,650,454千円 

繰延税金資産小計 1,778,396千円 

評価性引当額 ▲1,778,396千円 

繰延税金資産合計 0千円 

  

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 0千円 

  

繰延税金資産の純額 0千円 

 


