
第35期　貸借対照表・損益計算書 東京都港区白金台５－５－１６

令和3年６月28日 マスターズ・コーポレーション株式会社

代表取締役　大𣘺 茂夫

(単位：円)

274,965,747 97,162,712

58,934 11,346,564

173,411,097 12,837,000

36,208,688 13,541

480,000 432,555

341,030 4,677,304

10,000,000 65,758,472

4,349,415 180,000

44,234,787 180,576

913,702 1,736,700

5,054,190 199,912,548

△ 86,096 171,302,548

96,602,989 28,000,000

56,939,639 610,000

27,802,963 297,075,260

15,105,636

9,060,370

1 74,493,476

4,017,312 50,000,000

791,789 17,880,000

161,568 12,000,000

2,069,940 5,880,000

1,305,000 6,663,476

764,940 545,000

37,593,410 6,118,476

30,940,745 △ 50,000

300,000 74,493,476

1,294,070

365,315

3,878,280

815,000

371,568,736 371,568,736

リース債務

【固定資産】

【有形固定資産】

預り金

未収入金

普通預金

定期預金

定期積金

立替金

短期貸付金 預り家賃

未払法人税等

貸  借  対  照  表

（令和  3年  3月 31日 現在）

資 産 の 部

【流動資産】

現金

販売用不動産

保証金

長期前払費用

構築物

車両運搬具

リース資産

【無形固定資産】

ソフトウェア

【投資その他資産】

投資有価証券

出資金

前払費用

仮払金

電話加入権

未払消費税等

【固定負債】

長期借入金

社債

貸倒引当金

負 債 の 部

【流動負債】

未払金

未払配当金

源泉税預り金

一年以内返済長期借入金

負 債 合 計

預り敷金

資  産  合  計

預け金敷金

入会金

建物

建物付属設備

利益準備金

工具器具備品

資本準備金

純  資  産  合  計

負 債 ・ 純 資 産 合 計

自己株式処分差益

土地

繰越利益剰余金

【自己株式】

【利益剰余金】

純   資   産   の   部

【株主資本】

【資本金】

【資本剰余金】



(単位：円)

271,771,343

69,714,508

202,056,835

225,070,056

△ 23,013,221

165,623

1,038,824

14,470,143 15,674,590

2,936,206

1,541,881 4,478,087

△ 11,816,718

27,237

106,043 133,280

14,350 14,350

△ 11,697,788

180,000

△ 11,877,788

損  益  計  算  書
自　 令和 2年  4月   1日

至　 令和 3年  3月 31日

勘　　　定　　　科　　　目 金           額

【売上高】

【売上原価】

売上総利益

【販売費及び一般管理費】

固定資産売却益

営業利益

【営業外収益】

受取利息

受取配当金

雑収入

【営業外費用】

支払利息割引料

経常利益

【特別利益】

雑損失

貸倒引当金戻入

法人税等

当期純損失

【特別損失】

固定資産売却損

税引前当期純損失



マスターズ・コーポレーション株式会社 (単位：円)

【株主資本】 　　　　　　
【資本金】 当期首残高　 37,000,000

当期変動額　資本金へ振替 3,000,000
　　　　　　新株発行 10,000,000
当期末残高　 50,000,000

【資本剰余金】 　　　　　　
資本準備金 当期首残高　 15,000,000

当期変動額　資本金へ振替 △ 3,000,000
当期末残高　 12,000,000

【その他資本剰余金】 当期首残高　 4,755,000
当期変動額　自己株式処分差益 1,125,000
当期末残高　 5,880,000

資本剰余金合計 当期首残高　 19,755,000
当期変動額　 △ 1,875,000
当期末残高　 17,880,000

【利益剰余金】 　　　　　　

利益準備金 当期首残高及び当期末残高　 545,000

【その他利益剰余金】 　　　　　　
自己株式 当期首残高　 △ 1,925,000

当期変動額　自己株式/藤村志織 625,000
　　　　　　自己株式/平田広葉 625,000
　　　　　　自己株式/齋藤穂波 625,000
当期末残高　 △ 50,000

繰越利益剰余金 当期首残高　 20,336,221
当期変動額　剰余金の配当 △ 2,339,957
　　　　　　当期純損失 △ 11,877,788
当期末残高　 6,118,476

利益剰余金合計 当期首残高　 18,956,221
当期変動額　 △ 12,342,745
当期末残高　 6,613,476

株主資本合計 当期首残高　 75,711,221
当期変動額　 △ 1,217,745
当期末残高　 74,493,476

純資産合計 当期首残高　 75,711,221
当期変動額　 △ 1,217,745
当期末残高　 74,493,476

株主資本等変動計算書

自　 令和  2年  4月  1日

至　 令和  3年  3月 31日



① 有価証券の評価基準及び評価方法
　移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　最終仕入原価法による原価法

有形固定資産 建物・・・法人税法の規定による定額法
建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品
　　・・・法人税法の規定による定率法

無形固定資産 定額法

貸倒引当金 法人税法の規定による法定繰入率により計上

① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

　　　構築物から451千円、車両運搬具から11,323千円、什器備品から3,179千円、
　　　控除されています。

　　　令和2年6月26日の定時株主総会において、次の通り決議されました。
① 配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,339,957円
② 配当の原資　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
③ １株当たり配当額　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,984.69円
④ 基準日　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　令和2年3月31日
⑤ 効力発生日　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年6月26日

　　　令和3年6月28日開催の定時株主総会の議案として、
　　　普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

① 配当金の総額　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　2,789,970円
② １株当たり配当額　　 　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　3,052.51円
③ 基準日 　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年3月31日
④ 効力発生日　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年6月28日

　　　尚、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

（４）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

（１）減価償却累計額が、建物から1,822千円、建物付属設備から7,800千円、

個　別　注　記　表
自　 令和 2年  4月   1日

至　 令和 3年  3月 31日

Ⅰ.重要な会計方針に係る事項
（１）資産の評価基準及び評価方法

（２）固定資産の減価償却の方法

（３）引当金の計上基準

（４）その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

（２）当該事業年度の末日における自己株式の数　　　 　 　　　　　　 　　　 　　　1株
（３）当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

Ⅱ.貸借対照表に関する注記

Ⅲ.株主資本等変動計算書に関する注記
（１）当該事業年度の末日における発行済株式の数　　  　　　　　　　　　　　　　915株　　　　　　　


