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自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

サンプル



（単位：円）

貸借対照表
令和03年03月31日 現在

サンプル

資産の部

科目 金額

【流動資産】 82,126,721

現金及び預金 39,975,701

売掛金 31,276,078

商品 5,394,200

材料 61,804

仕掛品 200,700

製品 157,480

仮払消費税等 5,060,758

【固定資産】 39,365,955

有形固定資産 37,456,355

建物 22,476,001

建物附属設備 1,224,224

構築物 3,836,700

機械装置 5,360,314

工具器具備品 2,174,808

車両運搬具 △108,000

減価償却累計額 △9,543,509

土地 12,035,817

投資その他の資産 1,909,600

敷金 1,909,600

  

  

  

  

  

  

資産の部合計 121,492,676

負債の部

科目 金額

【流動負債】 39,339,424

買掛金 8,416,509

未払金 756,762

未払費用 15,957,860

前受金 848,000

預り金 509,732

預り保証金 848,000

未払消費税等 1,460,000

未払配当金 1,000,000

仮受消費税等 9,542,561

【固定負債】 35,797,639

長期借入金 35,797,639

負債の部合計 75,137,063

純資産の部

科目 金額

【株主資本】 46,355,613

資本金 10,000,000

資本剰余金 10,000,000

資本準備金 10,000,000

利益剰余金 26,355,613

利益準備金 100,000

その他利益剰余金 26,255,613

別途積立金 100,000

繰越利益剰余金 26,155,613

（うち当期純利益） 26,972,336

純資産の部合計 46,355,613

負債・純資産の部合計 121,492,676



（単位：円）

損益計算書

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

サンプル

科目 金額

【売上高】

売上高 154,468,499

売上値引・返品 527,478 153,941,021

【売上原価】

期首商品棚卸高 473,500

期　首　製　品　棚　卸　高 1,246,080

仕入高 25,605,081

当期製品製造原価 79,880,118

合計 107,204,779

期末商品棚卸高 5,394,200

期　末　製　品　棚　卸　高 988,200 100,822,379

売上総利益 53,118,642

【販売費及び一般管理費】 24,405,613

営業利益 28,713,029

【営業外収益】

受取利息 1,523

雑収入 286 1,809

【営業外費用】

支払利息 1,742,197 1,742,197

経常利益 26,972,641

【特別利益】

【特別損失】

税引前当期純利益 26,972,641

法人税等 305

当期純利益 26,972,336



（単位：円）

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

サンプル

科目 金額

【販売費及び一般管理費】

役員報酬 6,000,000

給料賃金 5,887,168

雑給 825,000

法定福利費 668,231

水道光熱費 118,249

福利厚生費 26,811

備品・消耗品費 71,899

リース料 511,332

地代家賃 3,285,446

業務委託料 411,351

減価償却費 4,227,566

広告宣伝費 1,021,098

荷造運賃 293,083

旅費交通費 300,881

通信費 337,812

新聞図書費 135,492

雑費 1,421

支払手数料 282,773

販売費及び一般管理費合計 24,405,613



（単位：円）

製造原価報告書

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

サンプル

科目 金額

【材料費】

期首材料棚卸高 46,290

材料仕入高 11,869,104

合計 11,915,394

期末材料棚卸高 92,664 11,822,730

【労務費】

給料賃金 15,000,000

雑給 2,934,000

法定福利費 505,508

福利厚生費 100,555 18,540,063

【製造経費】

電力費 434,521

外注加工費 10,385,472

水道光熱費 205,117

備品・消耗品費 1,229,758

リース料 382,920

地代家賃 30,444,228

減価償却費 3,109,779

修繕費 2,273,421

荷造運賃 360,600

旅費交通費 546,357

通信費 228,591

雑費 9,861 49,610,625

当期総製造費用 79,973,418

期首仕掛品棚卸高 322,200

合計 80,295,618

期末仕掛品棚卸高 415,500

他勘定振替高 0

当期製品製造原価 79,880,118



（単位：円）

株主資本等変動計算書
自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

サンプル

株主資本

資本金 当期首残高 10,000,000

当期変動額 0

当期末残高 10,000,000

資本剰余金

資本準備金 当期首残高 10,000,000

当期変動額 0

当期末残高 10,000,000

利益剰余金

利益準備金 当期首残高 0

当期変動額 0

当期末残高 100,000

その他利益剰余金

別途積立金 当期首残高 0

当期変動額 0

当期末残高 100,000

繰越利益剰余金 当期首残高 383,277

当期変動額 当期純利益 26,972,336

当期末残高 26,155,613

株主資本合計

当期首残高 20,383,277

当期変動額 26,972,336

当期末残高 46,355,613

純資産の部合計

当期首残高 20,383,277

当期変動額 26,972,336

当期末残高 46,355,613



個別注記表

自 令和02年04月01日

至 令和03年03月31日

サンプル


