
（単位：千円）

流動資産 流動負債
現金・預金 491,428 買掛金 135,245
売掛金 225,040 未払金等 44,238
商品 129 前受金 44,966
仕掛品 未払法人税等 25,430
リース投資資産 2,440,521 リース債務（短期） 961,377
その他 83,467 その他 12,680
流動資産合計 3,240,585 流動負債合計 1,223,936

固定資産 固定負債
有形固定資産 4,090 リース債務（長期） 1,479,143
無形固定資産 528 その他固定負債 58,832
投資その他資産 69,829 固定負債合計 1,537,975
固定資産合計 74,447 2,761,911

株主資本
資本金 175,000
利益準備金 19,514
利益剰余金 358,607
株主資本合計 553,121

553,121
3,315,032 3,315,032

応用リソースマネージメント株式会社

第２８期　連結貸借対照表
（平成３０年１２月３１日現在）

資産の部 負債の部

負債合計
純資産の部

純資産合計
資産合計 負債・純資産合計

（単位：千円）
2,062,824
1,840,353
155,073
67,398
4,425
9

71,814
特別利益

15,180
56,634
22,481
34,153

第２８期　連結損益計算書
自　平成３０年　１月　１日
至　平成３０年１２月３１日

売上高
売上原価
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
営業外費用
経常利益

特別損失
税引前当期純利益
法人税等
当期純利益



（単位：千円）
株主資本

資本金 前期末残高 175,000
当期末残高 175,000

利益剰余金
　利益準備金 前期末残高 17,869

当期変動額 1,645
当期末残高 19,514

  その他利益剰余金
　繰越利益剰余金 前期末残高 342,549

当期変動額　利益準備金へ　 ▲ 1,645
　　　　　　　   配当金 ▲ 16,450
　　　　　　　  当期純利益 34,152
当期末残高 358,606

  利益剰余金合計 前期末残高 360,418
当期変動額　　 17,702
当期末残高 378,120

株主資本合計 前期末残高 535,418
当期変動額 17,702
当期末残高 553,120

純資産合計 前期末残高 535,418
当期変動額 17,702
当期末残高 553,120

第２８期　連結株主資本等変動計算書
自　平成３０年　１月　１日
至　平成３０年１２月３１日



（単位：千円）

流動資産 流動負債
現金・預金 277,613 買掛金 27,809
売掛金 83,564 未払金等 27,980
商品 129 前受金 30,342
仕掛品 未払法人税等 16,649
リース投資資産 1,120,825 リース債務（短期） 566,357
その他 58,076 その他 11,127

流動資産合計 1,540,207 流動負債合計 680,264
固定資産 固定負債

有形固定資産 4,090 リース債務（長期） 554,468
無形固定資産 528 その他固定負債 28,457
投資その他資産 143,715 固定負債合計 582,925
固定資産合計 148,333 1,263,189

株主資本
資本金 175,000
利益準備金 19,514
利益剰余金 230,837
株主資本合計 425,351

425,351
1,688,540 1,688,540

第２８期　個別貸借対照表
（平成３０年１２月３１日現在）

資産の部 負債の部

負債合計
純資産の部

純資産合計
資産合計 負債・純資産合計

（単位：千円）
1,007,598
859,914
114,740
32,944
4,420
9

37,355
特別利益 0

15,180
22,175
9,629
12,546

第２８期　個別損益計算書
自　平成３０年　１月　１日
至　平成３０年１２月３１日

売上高
売上原価
販売費及び一般管理費
営業利益

当期純利益

営業外収益
営業外費用
経常利益

特別損失
税引前当期純利益
法人税等



（単位：千円）
株主資本

資本金 前期末残高 175,000
当期末残高 175,000

利益剰余金
　利益準備金 前期末残高 17,869

当期変動額 1,645
当期末残高 19,514

  その他利益剰余金
　繰越利益剰余金 前期末残高 236,385

当期変動額　利益準備金へ　 ▲ 1,645
　　　　　　　   配当金 ▲ 16,450
　　　　　　　  当期純利益 12,546
当期末残高 230,836

  利益剰余金合計 前期末残高 254,255
当期変動額　　 ▲ 3,903
当期末残高 250,352

株主資本合計 前期末残高 429,255
当期変動額 ▲ 3,903
当期末残高 425,352

純資産合計 前期末残高 429,255
当期変動額 ▲ 3,903
当期末残高 425,352

至　平成３０年１２月３１日

第２８期　個別株主資本等変動計算書
自　平成３０年　１月　１日


