
第34期　貸借対照表・損益計算書 東京都港区白金台５－５－１６

令和２年６月２６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)

146,222,334 90,416,516

350,571 6,390,773

78,239,167 11,166

26,204,764 5,553,428

1,070,000 72,532,525

664,414 90,000

10,000,000 294,624

22,023,243 5,544,000

127,725 90,963,728

683,342 62,506,228

5,309,247 28,000,000

1,742,000 457,500

△ 192,139 181,380,244

110,869,131

72,341,375

37,502,800 75,711,221

24,689,190 37,000,000

7,184,794 19,755,000

1 15,000,000

1,821,617 4,755,000

867,357 20,881,221

275,616 545,000

764,940 20,336,221

764,940 △ 1,925,000

37,762,816 75,711,221

30,940,745

300,000

1,306,330

571,461

3,829,280

815,000

257,091,465 257,091,465

前払費用

仮払金

貸倒引当金

未収入金

貸  借  対  照  表

（令和  2年  3月 31日 現在）

資 産 の 部

【流動資産】

現金

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

リース債務

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】

電話加入権

【投資その他資産】

投資有価証券

出資金

【固定資産】

【有形固定資産】

土地

負 債 の 部

【流動負債】

未払金

未払配当金

預り金

【利益剰余金】

純   資   産   の   部

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

未払消費税等

【固定負債】

長期借入金

社債

純  資  産  合  計

負 債 ・ 純 資 産 合 計

仮払法人税等

前渡金

自己株式処分差益

繰越利益剰余金

【自己株式】

【株主資本】

【資本金】

【資本剰余金】



(単位：円)

311,899,962

59,122,880

252,777,082

230,812,498

21,964,584

162,452

1,038,824

4,205,480 5,406,756

2,337,351 2,337,351

25,033,989

2,789,553

26,560,468 29,350,021

585,076

52,321,424

47,648

3,500,000 56,454,148

2,070,138

180,000

2,250,138

損  益  計  算  書
自　 平成 31年  4月  1日

至　 令和  2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】

貸倒引当金戻入

固定資産除却損

法人税等

当期純損失

【特別損失】

固定資産売却損

貸倒損失

子会社株式消滅損

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)

金           額

　　　　　　

　　　　　　

当期首残高及び当期末残高　 37,000,000

　　　　　　

当期首残高及び当期末残高　 15,000,000

当期首残高及び当期末残高　 545,000

　　　　　　

当期首残高　 0

当期変動額　自己株式処分差益 4,755,000

当期末残高　 4,755,000

当期首残高　 15,545,000

当期変動額　 4,755,000

当期末残高　 20,300,000

　　　　　　

　　　　　　

当期首残高　 △ 11,850,000

当期変動額　自己株式 1,110,000

　　　　　　自己株式 340,000

　　　　　　自己株式 1,915,000

　　　　　　自己株式 400,000

　　　　　　自己株式 655,000

　　　　　　自己株式 655,000

　　　　　　自己株式 130,000

　　　　　　自己株式 △ 130,000

　　　　　　自己株式 1,915,000

　　　　　　自己株式 680,000

　　　　　　自己株式 340,000

　　　　　　自己株式 1,915,000

当期末残高　 △ 1,925,000

当期首残高　 24,926,318

当期変動額　 △ 2,339,959

　　　　　　当期純損失 △ 2,250,138

当期末残高　 20,336,221

当期首残高　 13,076,318

当期変動額　 5,334,903

当期末残高　 18,411,221

当期首残高　 65,621,318

当期変動額　 10,089,903

当期末残高　 75,711,221

当期首残高　 65,621,318

当期変動額　 10,089,903

当期末残高　 75,711,221

【資本金】

株主資本等変動計算書

自　 平成31年  4月  1日

至　 令和　2年  3月 31日

勘　　　定　　　科　　　目

【株主資本】

【利益剰余金】

資本金

【資本剰余金】

資本準備金

利益準備金

【その他資本剰余金】

自己株式処分差益

資本剰余金合計

【その他利益剰余金】

自己株式

繰越利益剰余金

利益剰余金合計

株主資本合計

純資産合計



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。

　　　会計基準」により、当事業年度より税抜方式に変更しております。

　　　構築物から451千円、車両運搬具から9,563千円、什器備品から3,152千円、

　　　控除されています。

　　　令和1年6月17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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,339,959円

② 配当の原資　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金

③ １株当たり配当額　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,690.85円

④ 基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成31年3月31日

⑤ 効力発生日　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和1年6月17日

　　　令和2年6月26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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,339,957円

② １株当たり配当額　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,984.69円

③ 基準日 　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年3月31日

④ 効力発生日　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年6月26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2,241千円、建物付属設備から6,675千円、

個　別　注　記　表
自　 平成31年  4月  1日
至　 令和 2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

（５）消費税等の会計処理について、税込方式によっておりましたが、「収益認識に関する

（２）当該事業年度の末日における自己株式の数　　　 　 　　　　　　　　　　 　　31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　　  　　　　　　　　　　　　　815株　　　　　　　


