
【企業情報】

本店所在地

〒：

都道府県名：

住所：

地番：

ビル名：

URL：

代表者

役職：

氏名：            各務 太郎

日付：              令和 2年 6月30日

資産の部 256,053,930　
　流動資産 112,616,898　
　　現金及び預金 105,056,258　
　　売掛金（純額）　
　　　売掛金 447,927　
　　たな卸資産 1,453,871　
　　　商品 537,590　
　　　消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当額以上のもの 916,281　
　　　　貯蔵品 916,281　
　　前払費用 4,874,993　
　　その他の資産で1年内に現金化できると認められるもの 783,849　
　　　未収入金 42,608　
　　　未収消費税等 741,241　
　固定資産 143,437,032　
　　有形固定資産 112,771,297　
　　　建物及び暖房、照明、通風等の附属設備 106,669,174　
　　　　建物（純額）　
　　　　　建物 67,267,414　
　　　　建物附属設備（純額）　
　　　　　建物附属設備 39,401,760　
　　　機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の附属設備 1,098,109　
　　　　機械及び装置（純額）　
　　　　　機械及び装置 1,098,109　
　　　工具、器具及び備品（純額）　
　　　　工具、器具及び備品 5,004,014　
　　投資その他の資産 30,665,735　
　　　前各号に掲げられるものの外、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産 30,665,735　
　　　　長期前払費用 1,865,735　
　　　　敷金 28,800,000　
負債の部 201,605,523　
　流動負債 31,464,743　
　　買掛金 140,561　
　　通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの 17,464,182　
　　　未払金 13,478,179　
　　　未払法人税等 1,721,100　
　　　預り金 2,264,903　
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　　その他の負債で1年内に支払又は返済されると認められるもの 13,860,000　
　　　短期借入金 13,860,000　
　固定負債 170,140,780　
　　長期借入金 170,140,780　
　　　長期借入金 170,140,780　
純資産の部 54,448,407　
　株主資本 53,683,407　
　　資本金 107,156,295　
　　資本剰余金 115,403,000　
　　　資本準備金 115,403,000　
　　利益剰余金 △168,875,888　
　　　その他利益剰余金 △168,875,888　
　　　　繰越利益剰余金 △168,875,888　
　新株予約権 765,000　
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【企業情報】

本店所在地

〒：

都道府県名：

住所：

地番：

ビル名：

URL：

代表者

役職：

氏名：            各務 太郎

期間：              令和 1年 7月 1日～令和 2年 6月30日

営業活動による収益 75,882,179　
　売上高 75,882,179　
　　売上高 75,882,179　
営業活動による費用・売上原価 19,534,769　
　営業活動による費用・売上原価の内訳 19,534,769　
　　商品売上原価 19,534,769　
　　　商品期首たな卸高 259,491　
　　　当期商品仕入高 14,644,654　
　　　商品期末たな卸高 537,590　
　　　支払手数料（売上原価） 5,168,214　
売上総利益又は売上総損失（△） 56,347,410　
販売費及び一般管理費 114,225,856　
　広告宣伝費 44,859　
　役員報酬 12,000,000　
　福利厚生費 70,000　
　交際費 29,053　
　通信費 1,815,513　
　消耗品費 3,179,994　
　租税公課 242,821　
　減価償却費 9,372,620　
　修繕費 156,182　
　保険料 556,157　
　法定福利費 3,875,438　
　支払報酬 2,087,470　
　外注費 5,372,805　
　支払手数料 1,487,622　
　賃借料 57,923　
　地代家賃 43,466,666　
　販売促進費 9,930　
　長期前払費用償却 866,280　
　水道光熱費 4,979,733　
　会議費 10,655　
　旅費及び交通費 614,303　
　雑費 30,111　
　給料手当 21,065,141　
　採用教育費 2,834,580　
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営業利益又は営業損失（△） △57,878,446　
営業外収益 2,580,968　
　受取利息 192　
　雑収入 2,580,776　
営業外費用 1,685,901　
　支払利息 1,555,892　
　雑損失 130,009　
経常利益又は経常損失（△） △56,983,379　
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △56,983,379　
法人税等 1,721,100　
　法人税等 1,721,100　
当期純利益又は当期純損失（△） △58,704,479　
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【企業情報】

本店所在地

〒：

都道府県名：

住所：

地番：

ビル名：

URL：

代表者

役職：

氏名：            各務 太郎

期間：              令和 1年 7月 1日～令和 2年 6月30日

株主資本　
　資本金　
　　当期首残高 99,656,295　
　　当期変動額　
　　　新株の発行 7,500,000　
　　　当期変動額合計 7,500,000　
　　当期末残高 107,156,295　
　資本剰余金　
　　資本準備金　
　　　当期首残高 107,903,000　
　　　当期変動額　
　　　　新株の発行 7,500,000　
　　　　当期変動額合計 7,500,000　
　　　当期末残高 115,403,000　
　　資本剰余金合計　
　　　当期首残高 107,903,000　
　　　当期変動額　
　　　　新株の発行 7,500,000　
　　　　当期変動額合計 7,500,000　
　　　当期末残高 115,403,000　
　利益剰余金　
　　その他利益剰余金　
　　　繰越利益剰余金　
　　　　当期首残高 △110,171,409　
　　　　当期変動額　
　　　　　当期純利益 △58,704,479　
　　　　　当期変動額合計 △58,704,479　
　　　　当期末残高 △168,875,888　
　　利益剰余金合計　
　　　当期首残高 △110,171,409　
　　　当期変動額　
　　　　当期純利益 △58,704,479　
　　　　当期変動額合計 △58,704,479　
　　　当期末残高 △168,875,888　
　株主資本合計　
　　当期首残高 97,387,886　

株主資本等変動計算書
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　　当期変動額　
　　　新株の発行 15,000,000　
　　　当期純利益 △58,704,479　
　　　当期変動額合計 △43,704,479　
　　当期末残高 53,683,407　
新株予約権　
　当期首残高 765,000　
　当期末残高 765,000　
純資産合計　
　当期首残高 98,152,886　
　当期変動額　
　　新株の発行 15,000,000　
　　当期純利益 △58,704,479　
　　当期変動額合計 △43,704,479　
　当期末残高 54,448,407　
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【企業情報】

本店所在地

〒：

都道府県名：

住所：

地番：

ビル名：

URL：

代表者

役職：

氏名：            各務 太郎

重要な会計方針に係る事項に関する注記　
　資産の評価基準及び評価方法　
　　たな卸資産の評価基準及び評価方法　
　　　最終仕入原価法を採用しております。　
　固定資産の減価償却の方法　
　　有形固定資産：定率法を採用しております。ただし、平成28年４月１日以降に取得した 建物付属設備及び構築　
　　物については、定額法によっております。  　　無形固定資産：定額法を採用しております。　
　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項　
　　その他　
　　　項目名　
　　　　消費税及び地方消費税の会計処理　
　　　内容　
　　　　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。　
株主資本等変動計算書に関する注記　
　発行済株式の種類及び総数に関する事項　
　　発行済株式　
　　　普通株式（発行済株式）　
　　　　前期末株式数（発行済普通株式）　
　　　　　1,500,000株　
　　　　当期末株式数（発行済普通株式）　
　　　　　1,500,000株　
　　　優先株式（発行済株式）　
　　　　前期末株式数（発行済優先株式）　
　　　　　1,069,000株　
　　　　当期増加株式数（発行済優先株式）　
　　　　　37,500株　
　　　　当期末株式数（発行済優先株式）　
　　　　　1,106,500株　
　　　合計（発行済株式）　
　　　　前期末株式数（発行済株式）　
　　　　　2,569,000株　
　　　　当期増加株式数（発行済株式）　
　　　　　37,500株　
　　　　当期末株式数（発行済株式）　
　　　　　2,606,500株　
　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項　
　　新株予約権の内訳　
　　　新株予約権の目的となる株式の種類　

個別注記表
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　　　　普通株式　
　　　新株予約権の目的となる株式の数　
　　　　前期末株式数　
　　　　　870,000個　
　　　　当期末株式数　
　　　　　870,000個　
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