
（（（（単位単位単位単位：：：：千円千円千円千円））））

科科科科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 金金金金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額額額額 科科科科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目目目目 金金金金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額額額額

流流流流　　　　動動動動　　　　資資資資　　　　産産産産 273,003273,003273,003273,003 流流流流　　　　動動動動　　　　負負負負　　　　債債債債 64,55764,55764,55764,557

現現現現 金金金金 及及及及 びびびび 預預預預 金金金金 224,130224,130224,130224,130 営営営営 業業業業 未未未未 払払払払 金金金金 5,4805,4805,4805,480

営営営営 業業業業 未未未未 収収収収 金金金金 44,16444,16444,16444,164 未未未未 払払払払 金金金金 13,61613,61613,61613,616

貯貯貯貯 蔵蔵蔵蔵 品品品品 9999 未未未未 払払払払 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等 9,8599,8599,8599,859

未未未未 収収収収 金金金金 71717171 未未未未 払払払払 消消消消 費費費費 税税税税 等等等等 7,6777,6777,6777,677

前前前前 払払払払 費費費費 用用用用 4,6274,6274,6274,627 未未未未 払払払払 費費費費 用用用用 14,92714,92714,92714,927

立立立立 替替替替 金金金金 預預預預 りりりり 金金金金 723723723723

賞賞賞賞 与与与与 引引引引 当当当当 金金金金 9,7919,7919,7919,791

リリリリ ーーーー スススス 債債債債 務務務務 短短短短 期期期期 2,4802,4802,4802,480

固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 144,189144,189144,189144,189 固固固固 定定定定 負負負負 債債債債 12,19612,19612,19612,196

有有有有 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産 132,851132,851132,851132,851 退退退退 職職職職 給給給給 付付付付 引引引引 当当当当 金金金金 0000

建建建建 物物物物 472472472472 リリリリ ーーーー スススス 債債債債 務務務務 長長長長 期期期期 12,19612,19612,19612,196

機機機機 械械械械 装装装装 置置置置 22,04722,04722,04722,047 負負負負 債債債債 のののの 部部部部 計計計計 76,75376,75376,75376,753

車車車車 両両両両 運運運運 搬搬搬搬 具具具具 146146146146

工工工工 具具具具 器器器器 具具具具 備備備備 品品品品 96,59496,59496,59496,594

有有有有 形形形形 リリリリ ーーーー スススス 資資資資 産産産産 13,58913,58913,58913,589 株株株株 主主主主 資資資資 本本本本 金金金金 340,439340,439340,439340,439

　　　　　　　　資資資資　　　　　　　　本本本本　　　　　　　　金金金金 10,00010,00010,00010,000

無無無無　　　　形形形形　　　　固固固固　　　　定定定定　　　　資資資資　　　　 1,5441,5441,5441,544 利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金 330,439330,439330,439330,439

権権権権 利利利利 金金金金 479479479479 　　　　　　　　利 益 準 備 金利 益 準 備 金利 益 準 備 金利 益 準 備 金 2,5002,5002,5002,500

ｿﾌﾄｳｪｱｰｿﾌﾄｳｪｱｰｿﾌﾄｳｪｱｰｿﾌﾄｳｪｱｰ開発費用開発費用開発費用開発費用 1,0641,0641,0641,064 そそそそのののの他他他他利利利利益益益益剰剰剰剰余余余余金金金金 327,939327,939327,939327,939

投 資 投 資 投 資 投 資 そ の そ の そ の そ の 他 他 他 他 の の の の 資 産資 産資 産資 産 9,7939,7939,7939,793 　　　　　　　　別 途 積 立 金別 途 積 立 金別 途 積 立 金別 途 積 立 金 263,000263,000263,000263,000

差差差差 入入入入 保保保保 証証証証 金金金金 297297297297 　　　　　　　　繰越利益剰余金繰越利益剰余金繰越利益剰余金繰越利益剰余金 64,93964,93964,93964,939

長長長長 期期期期 前前前前 払払払払 費費費費 用用用用 9,4189,4189,4189,418 純純純純 資資資資 産産産産 のののの 部部部部 計計計計 340,439340,439340,439340,439

そそそそ のののの 他他他他 投投投投 資資資資 77777777

資資資資 産産産産 合合合合 計計計計 417,193417,193417,193417,193 負負負負 債債債債 純純純純 資資資資 産産産産 合合合合 計計計計 417,193417,193417,193417,193

(注(注(注(注））））記載金額記載金額記載金額記載金額はははは、、、、千円未満千円未満千円未満千円未満をををを切切切切りりりり捨捨捨捨てててて表示表示表示表示しておりますしておりますしておりますしております。。。。

貸貸貸貸　　　　　　　　借借借借　　　　　　　　対対対対　　　　　　　　照照照照　　　　　　　　表表表表

（（（（平成28年3月31日現在平成28年3月31日現在平成28年3月31日現在平成28年3月31日現在））））
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資資資資　　　　　　　　産産産産　　　　　　　　のののの　　　　　　　　部部部部 負債及負債及負債及負債及びびびび資本資本資本資本のののの部部部部
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