
第29期決算公告
自　平成29年9月1日
至　平成30年8月31日

貸　借　対　照　表 平成30年11月16日現在

科目 金額 科目 金額
【流動資産】 90,748,707 【流動負債】 55,714,822
現金及び預金 20,019,820 未　　払　　金 27,857,597
売　　掛　　金 66,316,148 未払法人税等 244,000
商　　　　　品 3,015,651 未払消費税等 3,562,100
貯　　蔵　　品 1,204,848 預　　り　　金 2,757,353
前　払　費　用 192,240 仮　　受　　金 51,084

未払リース債務 21,242,688

【固定資産】 26,997,699 【固定負債】 2,896,000
　　【有形固定資産】 25,903,499 長期借入金 2,896,000
車両運搬費 18,730,136
工具器具備品 1,173,363
土　　　　　地 6,000,000

負債の部合計 58,610,822
　　【無形固定資産】 291,200
電話加入権 291,200 【株主資本】 59,135,584
　　【投資その他の資産】 803,000 資　　本　　金 45,000,000
出　　資　　金 10,000 利益剰余金 14,135,584
差入保証金 600,000 その他利益剰余金 14,135,584
預　　託　　金 193,000 繰越利益剰余金 14,135,584

（うち当期純利益金額） 1,945,387
純資産の部合計 59,135,584

資産の部合計 117,746,406 負債及び純資産合計 117,746,406

損益計算書の要旨

376,903,297
376,903,297

3,266,390
66,902,370
29,016,553
99,185,313
3,015,651

96,169,662
280,733,635

278,513,233
2,220,402

289
500

150,475
151,264

36,668
　　　　雑　　　損　　　失 263,864

300,532
　　　　　　　　経　営　利　益　金　額 2,071,134

199,999
199,999

2,271,133
325,746

1,945,387
　　　　　　　　法　　人　　税　　等

　　　　　固　定　資　産　売　却　益

　　　　　受　　取　　利　　息
　　　　　受　取　配　当　金
　　　　　雑　　　収　　　入
　　　　　営　業　外　収　益　合　計

　　　　　　　　当　期　純　利　益　金　額

【営業外費用】
　　　　　支　　払　　利　　息

　　　　　営　業　外　費　用　合　計

【特別利益】

　　　　　　　　税引前当期純利益金額

　　　　　　　売　上　原　価
　　　　　　     　売　上　総　利　益　金　額
【販売費及び一般管理費】
        販売費及び一般管理費合計
　　　　　　　　　営　業　収　益　合　計
【営業外収益】

【売上原価】
　　　　　期　首　商　品　棚　卸　高
　　　　　医　療　廃　棄　物　容　器
　　　　　外　　注　　費
　　　　　　　合　　　　　計
　　　　　期　末　商　品　棚　卸　高

　　　　　　　　特　別　利　益　金　額

資産の部 負債の部

純資産の部

　　　　　　　　　科　　　　　　　　　　　目 　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　額　　　　
【売上高】
　　　　　売　　上　　高
　　　　　　　売　上　高　合　計



株主資本等変動計算書
自　平成29年9月1日
至　平成30年8月31日

株主資本 前期末残高
資本金 当期末残高 45,000,000

45,000,000
利益剰余金
　　その他の利益剰余金 前期末残高
　　　繰越利益剰余金 当期変動額 12,190,197

当期末残高 当期純利益金額 1,945,387
前期末残高 14,135,584

利益剰余金合計 当期変動額 12,190,197
当期末残高 1,945,387
前期末残高 14,135,584

株主資本合計 当期変動額 57,190,197
当期末残高 1,945,387
前期末残高 59,135,584

純資産の部合計 当期変動額 57,190,197
当期末残高 1,945,387

59,135,584

注記表

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

固定資産の減価償却の方法
　　建物以外の固定資産　　　　　　　定率法
　　リース資産　　　　　　　　　　　　　　リース期間定額法

株主資産等変動計算書に関する注記

期末現在の発行株式総数　　　　　　　　　　900株
上記のうち自己株式の数　　　　　　　　　　　　0株



第28期決算公告
自　平成28年9月1日
至　平成29年8月31日

貸　借　対　照　表 平成29年11月17日現在

科目 金額 科目 金額
【流動資産】 93,728,592 【流動負債】 56,189,712
現金及び預金 27,193,996 未　　払　　金 32,377,421
売　　掛　　金 63,075,966 未払法人税等 476,100
商　　　　　品 3,266,390 未払消費税 1,752,500
前　払　費　用 192,240 預　　り　　金 2,769,863

未払リース債務 18,813,828

【固定資産】 24,683,317 【固定負債】 5,032,000
　　【有形固定資産】 23,599,597 長期借入金 5,032,000
車両運搬費 15,489,594
工具器具備品 2,110,003
土　　　　　地 6,000,000

負債の部合計 61,221,712
　　【無形固定資産】 291,200
電話加入権 291200 【株主資本】 57,190,197
　　【投資その他の資産】 792,520 資　　本　　金 45,000,000
出　　資　　金 10,000 利益剰余金 12,190,197
差入保証金 600,000 その他利益剰余金 12,190,197
預　　託　　金 182,520 繰越利益剰余金 12,190,197

（うち当期純利益金額） 1,845,689
純資産の部合計 57,190,197

資産の部合計 118,411,909 負債及び純資産合計 118,411,909

損益計算書の要旨

362,294,533
362,294,533

2,182,610
66,165,370
25,677,356
94,025,336
3,266,390

90,758,946
271,535,587

269,554,351
1,981,236

312
500

756,072
756,884

57,382
　　　　雑　　　損　　　失 194,400

251,782
2,486,338
2,486,338

640,649
1,845,689

資産の部 負債の部

純資産の部

　　　　　　　　　科　　　　　　　　　　　目 　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　額　　　　
【売上高】
　　　　　売　　上　　高
　　　　　　　売　上　高　合　計
【売上原価】
　　　　　期　首　商　品　棚　卸　高
　　　　　医　療　廃　棄　物　容　器
　　　　　外　　注　　費
　　　　　　　合　　　　　計
　　　　　期　末　商　品　棚　卸　高
　　　　　　　売　上　原　価
　　　　　　     　売　上　総　利　益　金　額
【販売費及び一般管理費】
        販売費及び一般管理費合計
　　　　　　　　　営　業　収　益　合　計
【営業外収益】
　　　　　受　　取　　利　　息
　　　　　受　取　配　当　金
　　　　　雑　　　収　　　入
　　　　　営　業　外　収　益　合　計

　　　　　　　　当　期　純　利　益　金　額

【営業外費用】
　　　　　支　　払　　利　　息

　　　　　営　業　外　費　用　合　計
　　　　　　　　経　常　利　益　金　額
　　　　　　　　税引前当期純利益金額
　　　　　　　　法　　人　　税　　等



株主資本等変動計算書
自　平成28年9月1日
至　平成29年8月31日

株主資本 前期末残高
資本金 当期末残高 45,000,000

45,000,000
利益剰余金
　　その他の利益剰余金 前期末残高
　　　繰越利益剰余金 当期変動額 10,344,508

当期末残高 当期純利益金額 1,845,689
前期末残高 12,190,197

利益剰余金合計 当期変動額 10,344,508
当期末残高 1,845,689
前期末残高 12,190,197

株主資本合計 当期変動額 55,344,508
当期末残高 1,845,689
前期末残高 57,190,197

純資産の部合計 当期変動額 55,344,508
当期末残高 1,845,689

57,190,197

注記表

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

固定資産の減価償却の方法
　　建物以外の固定資産　　　　　　　定率法
　　リース資産　　　　　　　　　　　　　　リース期間定額法

株主資産等変動計算書に関する注記

期末現在の発行株式総数　　　　　　　　　　900株
上記のうち自己株式の数　　　　　　　　　　　　0株



第27期決算公告
自　平成27年9月1日
至　平成28年8月31日

貸　借　対　照　表 平成28年11月19日現在

科目 金額 科目 金額
【流動資産】 90,283,799 【流動負債】 44,014,526
現金及び預金 25,919,907 未　　払　　金 27,328,113
売　　掛　　金 61,989,042 未払法人税等 786,300
商　　　　　品 2,182,610 未払消費税 3,537,900
前　払　費　用 192,240 預　　り　　金 2,753,201

未払リース債務 9,609,012

【固定資産】 16,243,235 【固定負債】 7,168,000
　　【有形固定資産】 15,168,435 長期借入金 7168000
車両運搬費 7,467,165
工具器具備品 1,701,270
土　　　　　地 6,000,000

負債の部合計 51,182,526
　　【無形固定資産】 291,200
電話加入権 291200 【株主資本】 55,344,508
　　【投資その他の資産】 783,600 資　　本　　金 45,000,000
出　　資　　金 10,000 利益剰余金 10,344,508
差入保証金 600,000 その他利益剰余金 10,344,508
預　　託　　金 173,600 繰越利益剰余金 10,344,508

（うち当期純利益金額） 2,785,750
純資産の部合計 55,344,508

資産の部合計 106,527,034 負債及び純資産合計 106,527,034

損益計算書の要旨

346,097,229
346,097,229

3,825,075
56,219,970
23,917,198
83,962,243
2,182,610

81,779,633
264,317,596

260,876,452
3,441,144

6,079
500

410,877
417,456

77,653
77,653

3,780,947
3,780,947

995,197
2,785,750

株主資本等変動計算書

　　　　　売　　上　　高
　　　　　　　売　上　高　合　計
【売上原価】

資産の部 負債の部

純資産の部

　　　　　　　　　科　　　　　　　　　　　目 　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　額　　　　
【売上高】

　　　　　期　首　商　品　棚　卸　高
　　　　　医　療　廃　棄　物　容　器
　　　　　外　　注　　費
　　　　　　　合　　　　　計
　　　　　期　末　商　品　棚　卸　高
　　　　　　　売　上　原　価
　　　　　　     　売　上　総　利　益　金　額
【販売費及び一般管理費】
        販売費及び一般管理費合計
　　　　　　　　　営　業　収　益　合　計
【営業外収益】
　　　　　受　　取　　利　　息

　　　　　　　　経　常　利　益　金　額
　　　　　　　　税引前当期純利益金額
　　　　　　　　法　　人　　税　　等
　　　　　　　　当　期　純　利　益　金　額

　　　　　受　取　配　当　金
　　　　　雑　　　収　　　入
　　　　　営　業　外　収　益　合　計
【営業外費用】
　　　　　支　　払　　利　　息
　　　　　営　業　外　費　用　合　計



自　平成27年9月1日
至　平成28年8月31日

株主資本 前期末残高
資本金 当期末残高 45,000,000

45,000,000
利益剰余金
　　その他の利益剰余金 前期末残高
　　　繰越利益剰余金 当期変動額 7,558,758

当期末残高 当期純利益金額 2,785,750
前期末残高 10,344,508

利益剰余金合計 当期変動額 7,558,758
当期末残高 2,785,750
前期末残高 10,344,508

株主資本合計 当期変動額 52,558,758
当期末残高 2,785,750
前期末残高 55,344,508

純資産の部合計 当期変動額 52,558,758
当期末残高 2,785,750

55,344,508

注記表

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

固定資産の減価償却の方法
　　建物以外の固定資産　　　　　　　定率法
　　リース資産　　　　　　　　　　　　　　リース期間定額法

株主資産等変動計算書に関する注記

期末現在の発行株式総数　　　　　　　　　　900株
上記のうち自己株式の数　　　　　　　　　　　　0株


