
応用リソースマネージメント株式会社

（単位：千円）

流動資産 流動負債

現金・預金 530,031 買掛金 180,474

売掛金 278,333 未払金等 28,528

商品 7,107 前受金 24,635

仕掛品 未払法人税等 11,860

リース投資資産 3,822,059 リース債務（短期） 1,324,829

その他 83,412 その他 9,705

流動資産合計 4,720,942 流動負債合計 1,580,031

固定資産 固定負債

有形固定資産 2,769 リース債務（長期） 2,494,602

無形固定資産 528 その他固定負債 109,425

投資その他資産 76,808 固定負債合計 2,604,027

固定資産合計 80,105 4,184,058

株主資本

資本金 175,000

利益準備金 22,629

利益剰余金 419,360

株主資本合計 616,989

616,989

4,801,047 4,801,047

第３０期 連結貸借対照表
（２０２０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）

3,309,110

3,146,033

96,819

66,258

7,082

138

73,202

特別利益 0

11,551

61,651

19,570

42,081

第３０期 連結損益計算書
自 ２０２０年 １月 １日
至 ２０２０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 20,634

当期変動額 1,995

当期末残高 22,629

  その他利益剰余金

繰越利益剰余金 前期末残高 399,224

当期変動額 利益準備金へ ▲ 1,995

   配当金 ▲ 19,950

  当期純利益 42,080

当期末残高 419,360

  利益剰余金合計 前期末残高 419,858

当期変動額 22,130

当期末残高 441,989

株主資本合計 前期末残高 594,858

当期変動額 22,130

当期末残高 616,989

純資産合計 前期末残高 594,858

当期変動額 22,130

当期末残高 616,989

第３０期 連結株主資本等変動計算書
自 ２０２０年 １月 １日
至 ２０２０年１２月３１日



（単位：千円）

流動資産 流動負債

現金・預金 322,661 買掛金 114,622

売掛金 184,428 未払金等 17,151

商品 7,107 前受金 14,073

仕掛品 未払法人税等 4,597

リース投資資産 2,405,626 リース債務（短期） 784,176

その他 51,421 その他 8,485

流動資産合計 2,971,243 流動負債合計 943,104

固定資産 固定負債

有形固定資産 2,769 リース債務（長期） 1,618,822

無形固定資産 528 その他固定負債 88,022

投資その他資産 160,606 固定負債合計 1,706,844

固定資産合計 163,903 2,649,948

株主資本

資本金 175,000

利益準備金 22,629

利益剰余金 287,569

株主資本合計 485,198

485,198

3,135,146 3,135,146

第３０期 個別貸借対照表
（２０２０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）

2,491,593

2,356,897

78,321

56,375

6,942

134

63,183

特別利益 0

11,551

51,632

13,492

38,140

第３０期 個別損益計算書
自 ２０２０年 １月 １日
至 ２０２０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 20,634

当期変動額 1,995

当期末残高 22,629

  その他利益剰余金

繰越利益剰余金 前期末残高 271,374

当期変動額 利益準備金へ ▲ 19,950

   配当金 ▲ 1,995

  当期純利益 38,140

当期末残高 287,569

  利益剰余金合計 前期末残高 292,008

当期変動額 18,190

当期末残高 310,198

株主資本合計 前期末残高 467,008

当期変動額 18,190

当期末残高 485,198

純資産合計 前期末残高 467,008

当期変動額 18,190

当期末残高 485,198

第３０期 個別株主資本等変動計算書
自 ２０２０年 １月 １日
至 ２０２０年１２月３１日



 

個別注記表 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（評価基準は会社の実態と合わせる事、また無い項目は削除する） 

(1) 資産の評価基準及び評価方法 

1）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

・棚卸資産          先入先出法による低価法で評価しております。 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

1）有形固定資産         定率法（ただし、建物および建物附属設備については定額法）を採用して

おります。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

工具器具備品 ４～５年 

2）無形固定資産         定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(3) 引当金の計上基準 

1）貸倒引当金          債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

2）賞与引当金          従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

２．貸借対照表に関する注記 

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務 

1）担保に供している資産 

該当事項はありません。 

2）担保に係る債務 

        該当事項はありません。 

(2) 有形固定資産の減価償却累計額            2,965千円 

 

３．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 営業取引による取引高 

   1）売上高                         704,678千円 

   2）仕入高                               0円 

3）販売費及び一般管理費                   8千円 

営業取引以外の取引高                    0円 

 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 発行済株式の総数に関する事項 

株式の種類 前事業年度末の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数 

普通株式 3,500株 －株 －株 3,500株 

(2) 自己株式の数に関する事項 

該当すべき事項はございません。 

(3)配当に関する事項 

1）配当金支払額等 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

2020年3月6日 

定時株主総会 
普通株式 19,950 5,700 2019年12月31日 2020年3月9日 

2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの 

株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

1株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

普通株式 14,000 利益剰余金  4,000 2020年12月31日 2021年3月5日 

（リース資産を除く） 

 



 

 
５．税効果会計に関する注記 

長期繰延税金負債は、応用計測サービス株式会社の株式200株を応用地質株式会社に譲渡した際の譲渡利益を、 

グループ法人税制適用に従って、将来加算一時差異として認識しているものであります。 

 

６．リースにより使用する固定資産に関する注記 

該当事項はございません。 

 
７．関連当事者との取引に関する注記 

親会社及び法人主要株主等 

（単位：千円） 

種類 
会社等の 

名  称 
所在地 

資本金又は 

出 資 金 
事業の内容 

議決権等の所有 

(被所有)割合 

親会社 応用地質株式会社 東京都千代田区 16,174,600 

地質調査等 

建設コンサルタント 

計測機器の製造販売 

被所有割合 

直接100.0％ 

 

関連当事者との関係 

取引の内容 
取引金額 

（千円） 
科 目 

期末残高 

（千円） 役員の 

兼任等 
事業上の関係 

兼任１名 

設備、事務関連 

用品の販売 

OA機器他販売 418,033 業務未収入金 17,150 

ソフト販売 126,872 業務未収入金 1,476 

不動産管理の請負 不動産管理他 57,862 業務未収入金 5,460 

 
（注）１．上記の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

① OA機器他販売、ｿﾌﾄ販売及び不動産管理他は契約に基づいて決定しております。 

 

８．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額              176，282円52銭 

(2) １株当たり当期純利益              12,022円94銭 

 

９．重要な後発事象に関する注記 

特記すべき事項はありません。 

 

１０．その他の注記 

記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。 

 

 

 


