








決　算　報　告　書

第 6 期

自 平成30年10月01日

至 令和01年09月30日

株式会社ミエルカ防災



（単位：円）

貸借対照表
令和01年09月30日 現在

株式会社ミエルカ防災

資産の部

科目 金額

【流動資産】 11,060,007

現金及び預金 3,575,166

売掛金 1,314,000

仕掛品 5,927,177

未収入金 108,014

仮払金 148

前払費用 135,502

【固定資産】 97,108,058

有形固定資産 21,554,997

建物附属設備 731,700

機械装置 27,966,167

減価償却累計額 △9,483,553

建設仮勘定 2,340,683

無形固定資産 73,861,157

ソフトウェア 74,442,386

商標権 1,383,400

特許権 2,648,743

減価償却累計額（無形） △4,613,372

投資その他の資産 1,691,904

出資金 60,000

敷金 1,631,904

  

  

資産の部合計 108,168,065

負債の部

科目 金額

【流動負債】 55,552,265

買掛金 31,358,174

短期借入金 5,000,000

未払金 507,630

前受金 15,500,000

預り金 136,161

未払消費税等 1,844,500

未払法人税等 1,205,800

【固定負債】 41,126,000

長期借入金 31,126,000

資本性ローン 10,000,000

負債の部合計 96,678,265

純資産の部

科目 金額

【株主資本】 11,489,800

資本金 129,050,000

資本剰余金 42,550,000

資本準備金 42,550,000

利益剰余金 △160,110,200

その他利益剰余金 △160,110,200

繰越利益剰余金 △160,110,200

（うち当期純損失） △8,487,022

純資産の部合計 11,489,800

負債・純資産の部合計 108,168,065



Shigeru Yanagisawa





決　算　報　告　書

第 4 期

自 平成28年10月01日

至 平成29年09月30日

株式会社ミエルカ防災



（単位：円）

貸借対照表
平成29年09月30日 現在

株式会社ミエルカ防災

資産の部

科目 金額

【流動資産】 57,583,725

現金及び預金 31,452,462

売掛金 864,000

仕掛品 22,240,045

未収入金 17,400

仮払金 175

未収還付消費税 2,688,026

前払費用 321,617

【固定資産】 75,232,920

有形固定資産 29,354,221

建物附属設備 1,103,334

機械装置 27,059,517

減価償却累計額 △6,673,918

建設仮勘定 7,865,288

無形固定資産 42,544,891

ソフトウェア 48,899,985

商標権 556,200

特許権 2,648,743

減価償却累計額（無形） △9,560,037

投資その他の資産 3,333,808

出資金 70,000

敷金 3,263,808

資産の部合計 132,816,645

負債の部

科目 金額

【流動負債】 15,275,889

買掛金 5,591,024

未払金 2,179,912

未払費用 42,348

前受金 7,065,631

預り金 396,974

【固定負債】 76,197,000

長期借入金 76,197,000

負債の部合計 91,472,889

純資産の部

科目 金額

【株主資本】 41,343,756

資本金 129,050,000

資本剰余金 42,550,000

資本準備金 42,550,000

利益剰余金 △130,256,244

その他利益剰余金 △130,256,244

繰越利益剰余金 △130,256,244

（うち当期純損失） △46,634,417

  

  

純資産の部合計 41,343,756

負債・純資産の部合計 132,816,645



決　算　報　告　書

第 3 期

自 平成27年10月01日

至 平成28年09月30日

株式会社ミエルカ防災



（単位：円）

貸借対照表
平成28年09月30日 現在

株式会社ミエルカ防災

資産の部

科目 金額

【流動資産】 53,891,122

現金及び預金 27,940,640

売掛金 1,944,000

仕掛品 16,862,743

短期貸付金 327,007

未収入金 393,786

仮払金 394

未収還付消費税 6,267,234

前払費用 155,318

【固定資産】 40,994,019

有形固定資産 20,646,265

建物附属設備 1,103,334

機械装置 18,768,301

減価償却累計額 △2,108,702

建設仮勘定 2,883,332

無形固定資産 17,013,946

ソフトウェア 16,540,511

商標権 556,200

特許権 2,648,743

減価償却累計額（無形） △2,731,508

投資その他の資産 3,333,808

出資金 70,000

敷金 3,263,808

資産の部合計 94,885,141

負債の部

科目 金額

【流動負債】 2,444,968

買掛金 1,783,809

未払金 468,620

未払費用 66,037

預り金 126,502

【固定負債】 89,562,000

長期借入金 89,562,000

負債の部合計 92,006,968

純資産の部

科目 金額

【株主資本】 2,878,173

資本金 86,500,000

利益剰余金 △83,621,827

その他利益剰余金 △83,621,827

繰越利益剰余金 △83,621,827

（うち当期純損失） △45,930,528

  

  

  

  

  

  

純資産の部合計 2,878,173

負債・純資産の部合計 94,885,141


