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

株式会社株式会社株式会社株式会社    高知県農協電算センター高知県農協電算センター高知県農協電算センター高知県農協電算センター    

    

平成平成平成平成 27272727 年年年年 3333 月月月月 31313131 日現在日現在日現在日現在                                ((((単位：円）単位：円）単位：円）単位：円）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

455,726,955455,726,955455,726,955455,726,955 49,435,03749,435,03749,435,03749,435,037

91,85791,85791,85791,857 0000

424,353,833424,353,833424,353,833424,353,833 0000

0000 14,907,61414,907,61414,907,61414,907,614

2,318,3062,318,3062,318,3062,318,306 10,908,80010,908,80010,908,80010,908,800

0000 10,617,70410,617,70410,617,70410,617,704

3,3003,3003,3003,300 0000

0000 0000

0000 39,60439,60439,60439,604

0000 0000

0000 12,961,31512,961,31512,961,31512,961,315

0000 0000

29,001,04029,001,04029,001,04029,001,040

146,400146,400146,400146,400 46,489,93646,489,93646,489,93646,489,936

△ 187,781△ 187,781△ 187,781△ 187,781 0000

0000

181,557,818181,557,818181,557,818181,557,818 34,323,79134,323,79134,323,79134,323,791

(((( 119,653,170119,653,170119,653,170119,653,170
))))

12,166,14512,166,14512,166,14512,166,145

305,135,192305,135,192305,135,192305,135,192

251,178,105251,178,105251,178,105251,178,105 0000

22,054,07622,054,07622,054,07622,054,076 0000

184,884,843184,884,843184,884,843184,884,843

3,936,8013,936,8013,936,8013,936,801

3,187,8883,187,8883,187,8883,187,888 100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000

0000 100,000,000100,000,000100,000,000100,000,000

0000

0000

0000

(((( 61,884,64861,884,64861,884,64861,884,648
))))

0000

2,973,4802,973,4802,973,4802,973,480 453,256,301453,256,301453,256,301453,256,301

58,911,16858,911,16858,911,16858,911,168 0000

453,256,301453,256,301453,256,301453,256,301

(((( 20,00020,00020,00020,000
))))

150,000,000150,000,000150,000,000150,000,000

20,00020,00020,00020,000 256,480,000256,480,000256,480,000256,480,000

0000 46,776,30146,776,30146,776,30146,776,301

0000 （（（（ 内　繰越利益内　繰越利益内　繰越利益内　繰越利益 ）））） （（（（ 27,239,65227,239,65227,239,65227,239,652 ))))

（（（（
内 当期純利益内 当期純利益内 当期純利益内 当期純利益 ）））） （（（（ 19,536,64919,536,64919,536,64919,536,649 ))))

11,896,50111,896,50111,896,50111,896,501

11,896,50111,896,50111,896,50111,896,501

649,181,274649,181,274649,181,274649,181,274 649,181,274649,181,274649,181,274649,181,274

繰繰繰繰 越越越越 利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

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

利利利利 益益益益 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

資資資資 本本本本 準準準準 備備備備 金金金金

資資資資 本本本本 金金金金

資資資資 本本本本 金金金金

別別別別 途途途途 積積積積 立立立立 金金金金

目目目目 的的的的 積積積積 立立立立 金金金金

負負負負 債債債債 及及及及 びびびび 純純純純 資資資資 産産産産 のののの 合合合合 計計計計資資資資 産産産産 のののの 合合合合 計計計計

投投投投 資資資資 等等等等

外外外外 部部部部 出出出出 資資資資

繰繰繰繰 延延延延 資資資資 産産産産

差差差差 入入入入 保保保保 証証証証 金金金金

投投投投 資資資資 有有有有 価価価価 証証証証 券券券券

繰繰繰繰 延延延延 資資資資 産産産産

△ 650,723,735△ 650,723,735△ 650,723,735△ 650,723,735

電気通信施設利用権電気通信施設利用権電気通信施設利用権電気通信施設利用権

電電電電信信信信電電電電 話話話話加加加加 入入入入権権権権

無無無無 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産

ソソソソ フフフフ トトトト ウウウウ ェェェェ アアアア

資資資資 本本本本 剰剰剰剰 余余余余 金金金金

流流流流 動動動動 資資資資 産産産産

固固固固 定定定定 資資資資 産産産産

仮仮仮仮 払払払払 金金金金

賞賞賞賞 与与与与 引引引引 当当当当 金金金金

現現現現 金金金金

預預預預 金金金金

受受受受 取取取取 手手手手 形形形形

長長長長 期期期期 借借借借 入入入入 金金金金

金　額金　額金　額金　額

貯貯貯貯 蔵蔵蔵蔵 品品品品

金　額金　額金　額金　額

未未未未 払払払払 金金金金

未未未未 払払払払 法法法法 人人人人 税税税税 等等等等

未未未未 払払払払 費費費費 用用用用

預預預預 りりりり 金金金金

開開開開 発発発発 引引引引 当当当当 金金金金

受受受受 入入入入 保保保保 証証証証 金金金金

退退退退 職職職職 給給給給 与与与与 引引引引 当当当当 金金金金

役員退任慰労積立金役員退任慰労積立金役員退任慰労積立金役員退任慰労積立金

特特特特 定定定定 引引引引 当当当当 金金金金

器器器器 具具具具 備備備備 品品品品

構構構構 築築築築 物物物物

有有有有 形形形形 固固固固 定定定定 資資資資 産産産産

土土土土 地地地地

建建建建 設設設設 仮仮仮仮 勘勘勘勘 定定定定

電電電電 算算算算 機機機機 器器器器

車車車車 両両両両 運運運運 搬搬搬搬 具具具具

従従従従 業業業業 員員員員 預預預預 りりりり 金金金金

貸貸貸貸倒倒倒倒引引引引当当当当 金金金金（（（（ △△△△））））

仮仮仮仮 払払払払 消消消消 費費費費 税税税税

従従従従 業業業業 員員員員 貸貸貸貸 付付付付 金金金金

借借借借 入入入入 留留留留 保保保保 金金金金

未未未未 収収収収 収収収収 益益益益

前前前前 払払払払 費費費費 用用用用

仮仮仮仮 受受受受 金金金金

仮仮仮仮 受受受受 消消消消 費費費費 税税税税

資資資資

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

産産産産

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

のののの

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

部部部部

負負負負

　　　　

　　　　

　　　　

債債債債

　　　　

　　　　

　　　　

のののの

　　　　

　　　　

　　　　

部部部部

純純純純

　　　　

　　　　

資資資資

　　　　

　　　　

産産産産

　　　　

　　　　

のののの

　　　　

　　　　

部部部部

科   目科   目科   目科   目

減価償却累計額（△）減価償却累計額（△）減価償却累計額（△）減価償却累計額（△）

立立立立 替替替替 金金金金

未未未未 収収収収 金金金金

有有有有 価価価価 証証証証 券券券券

建建建建 物物物物

建建建建 物物物物 附附附附 属属属属 設設設設 備備備備

利利利利 益益益益 準準準準 備備備備 金金金金

科  目科  目科  目科  目

流流流流 動動動動 負負負負 債債債債

支支支支 払払払払 手手手手 形形形形

前前前前 受受受受 収収収収 益益益益

固固固固 定定定定 負負負負 債債債債

短短短短 期期期期 借借借借 入入入入 金金金金



個 別 注 記個 別 注 記個 別 注 記個 別 注 記 表表表表    

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」「重要な会計方針に係る事項に関する注記」「重要な会計方針に係る事項に関する注記」「重要な会計方針に係る事項に関する注記」    

１固定資産の減価償却の方法 

法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

有形固定資産 定率法 

ただし、平成１０年４月１日以降取得した建物(建物附属設備は

除く)については、法人税法に規定する方法と同一の基準による

定額法によっております。 

無形固定資産 定額法 

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における

利用可能(５年)に基づく定額法によっております。 

２引当金の計上計算 

貸倒引当金 債権の貸し倒れによる損失に備えるため、法人税法に規定する

繰入限度額相当額(法定繰入率)を計上しております。 

賞与引当金 職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に

基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 

退職給与引当金 職員の退職給与金の支給に備えるため、退職給与規程に基づき

引当金を計上しております。 

役員退任慰労積立金 役員退任慰労金の支給に備えて、役員退任慰労積立金規程に基

づき積立金を計上しております。 

３その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 

繰延資産の処理方法 会社法に基づき開発費は５年間、機器搬入費については

３年間にわたって毎期均等額を償却しております。 

リース取引の処理     通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理にして

おります。 

消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は、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株主資本等変動計算書に関する注記株主資本等変動計算書に関する注記株主資本等変動計算書に関する注記」」」」    

１当事業年度の末日における発行済株式の数  １０,０００株 

２自己株式の種類および株式数に関する事項  自己株式は保有しておりません。

３配当に関する事項      配当は行っておりません。 

「「「「その他の注記その他の注記その他の注記その他の注記」」」」    

１株当たりの情報に関する事項 

(1) １株あたりの純資産額   ５５,３２５円６３銭 

(2) １株あたりの当期純利益   １,９５３円６６銭 

    


