
北上市成田26-83-12

株式会社　マルサ

決算報告書

第  ３１  期

自：平成24年 7月   1日
至：平成25年 6月30日



（単位： 千円）

資産の部合計 1,357,127

純資産の部合計 771,733

負債・純資産の部合計 1,357,127

　　無形固定資産

　　投資その他の資産 　資本金

　利益剰余金

14,941

317,263

623,972

　固定負債

負債の部合計

純  資  産  の  部

18,000

　固定資産

　　有形固定資産

753,733

　流動資産 400,951 　流動負債 448,941

136,453

585,394

956,176

貸　借　対　照　表

科　　目 金　　額金　　額科　　目

平成25年6月30日現在株式会社　マルサ

資　産　の　部 負　債　の　部



自: 平成 24年 7月 1日

至: 平成 25年 6月 30日

自: 平成 24年 7月 1日

至: 平成 25年 6月 30日

　営業外費用

　　　　　法人税住民税事業税

　特別損失 230

経常損益の部

22,537

特別損益の部

　　　　　当期純利益

11,498

34,817

　　　　　　　　経　常　利　益

　　　　　税引前当期純利益 46,315

売 上 原 価 報 告 書

7,605

46,545

　営業外収益

137,636

　外注加工費

　経費

　労務費 68,364

109,355

　　　　　　　　営　業　利　益

　　　当期売上原価 609,275

株式会社　マルサ

　材料費 293,920

科　　　目

【営業外損益の部】

金　　　額

（単位： 千円）

損　益　計　算　書

株式会社　マルサ

　販売費及び一般管理費 161,067

31,613

科　　　目 金　　　額

【営業損益の部】

（単位： 千円）

801,955

　営業収益

　　売上高

192,680

　　売上原価 609,275

　　　　　　売　上　総　利　益

　営業費用



　円

資本剰余金

特　 別
償　 却
準備金

別   途
積立金

繰   越
利   益
剰余金

18,000,000 4,500,000 4,371,000 650,000,000 60,945,034 719,816,034 737,816,034

-900,000 -900,000 -900,000

30,000,000 -30,000,000

12,091,500 -12,091,500

-1,828,500 1,828,500

34,817,286 34,817,286 34,817,286

10,263,000 30,000,000 -6,345,714 33,917,286 33,917,286

18,000,000 4,500,000 14,634,000 680,000,000 54,599,320 753,733,320 771,733,320

資本金
資 　本
準備金

その他利益剰余金
利   益
剰余金
合 　計

当期首残高

当期変動額

株主資本等変動計算書

　
　　　　　　　　　科目

　　　　 項目

株           主           資           本

利益剰余金

株式会社　 マ ル サ
自 平成２４年 ７月  1日
至 平成２５年 ６月30日

利　 益
準備金

純  資  産
(株主資本)
合　  　 計

　剰余金の配当

　当期純利益

当期変動額合計

　別途積立金の積立

当期末残高

　特別償却準備金の
　取崩

　特別償却準備金の
　積立



個 別 注 記 表━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

自 平成24年 7月 1日
株式会社 マ ル サ 至 平成25年 6月30日

1.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
有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券････移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法
原材料･･････最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
建物(建物附属設備を除く)

平成19年4月1日以降取得分･･････定額法（左記以外は旧定額法）
(平成10年3月31日以前取得分は旧定率法)

その他の有形固定資産
平成19年4月1日以降取得分･･････定率法（左記以外は旧定率法）

無形固定資産･･････････････････････定額法
リース資産･･････････････リース期間定額法

引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるために、法人税法の規定による繰入率によるほか、
債権の内容を検討して計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
リース取引の処理方法
リース取引については売買取引に準じた会計処理によっています。
但し、平成20年3月31日以前契約分については通常の賃貸借処理によって
おります。

消費税等の会計処理
税抜方式によっています。

2.貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 785,574,130 円
関係会社に対する金銭債権・金銭債務
売掛金 161,628 円

3.損益計算書に関する注記
関係会社との取引に係るもの
売上高 3,185,804 円
仕入高 2,262,580 円

4.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
当事業年度末日における発行済株式の数 1,800 株

配当に関する事項
配当財産が金銭の場合
金銭配当の株式の種類別内訳

決議
平成24年9月25日の第30期事業年度の定時株主総会

配当金の総額 900,000 円
１株当たり配当額 500 円
基準日 平成24年 6月30日
効力発生日 平成24年 9月25日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
配当の原資

利益剰余金
配当財産が金銭の場合

株式の種類別内訳
決議

平成25年9月26日開催予定の第31期事業年度の定時株主総会で決議予定
配当金の総額 900,000 円
１株当たり配当額 500 円



基準日 平成25年 6月30日
効力発生日 平成25年 9月26日

5.税効果会計・減損会計に関する注記
税効果会計及び現存会計は重要性がないため採用していません。

6.１株当たり情報に関する注記
１株当たりの純資産額 428,740 円 73 銭
１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 19,342 円 94 銭

7.その他の注記
この計算書類は「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。


