
負債の部
科     目

【流動負債】
買掛金
未払金
未払費用
仮受金
預り基金
預り金
未払法人税等
賞与引当金
未払消費税

【固定負債】
長期借入金
長期未払金
預り保証金
負債の部合計

金     額
】【 530,887,443

279,500,969
53,578,529
11,592,900

248,831
933,773

21,172,388
66,811,333
68,192,320
28,856,400

】【 231,830,000
200,000,000
18,830,000
13,000,000
762,717,443

純資産の部
科     目

【株主資本】
【資本金】
【資本剰余金】
資本準備金

【利益剰余金】
利益準備金

（その他利益剰余金）
別途積立金
繰越利益剰余金

純資産の部合計
負債・純資産の部合計

金     額
2,242,388,322】【
400,000,000】【
300,000,000】【
300,000,000

1,542,388,322】【
29,247,722

1,513,140,600）（
820,000,000
693,140,600

2,242,388,322
3,005,105,765

科     目
資産の部

【流動資産】
現金・預金
売掛金
未収入金
材料貯蔵品
前払費用
前払金
短期貸付金
立替金
貸倒引当金

【固定資産】
（有形固定資産）
建　物
構築物
建物付属設備
機械装置
車両運搬具
工具器具備品
一括償却資産
土　地

（無形固定資産）
施設利用権
電話加入権
ソフトウェア

（投資その他の資産）
前払年金費用
関係会社株式
投資有価証券
出資金
長期貸付金
長期前払費用
長期繰延税金資産
関係会社長期貸付金
資産の部合計

金     額
1,205,931,033】【
849,094,959
345,846,813
1,814,819
7,497,297
751,375
913,770
250,000
110,000
348,000

1,799,174,732】【
1,104,998,997）（
347,258,032
29,466,978
31,275,302
19,910,650
58,513,684
29,678,300

702,793
588,193,258
3,611,860）（
163,060
718,600

2,730,200
690,563,875）（
46,216,024
534,470,000
9,200,000
200,000
110,000
188,300

16,179,551
84,000,000

3,005,105,765

(単位：円)

貸 借 対 照 表

株式会社　共英メソナ

2021年  3月 31日 （当期会計期間末）



科     目
【売上高】
売上高（運輸輸送）
売上高（運輸作業）
売上高（医廃)
売上高（産廃）
売上高（運輸その他）
役務収益

【売上原価】
仕入高（輸送）
当期製品製造原価

売上総利益
【販売費及び一般管理費】

営業利益
【営業外収益】
受取利息
受取配当金
仕入割引
貸倒引当金戻入
雑収入
不動産賃貸料

【営業外費用】
支払利息
雑損失

経常利益
【特別利益】
固定資産売却益
保険解約益

【特別損失】
固定資産除却損
ゴルフ会員権売却損

税引前当期純利益
法人税住民税事業税
法人税等調整額
過年度法人税等納付追徴税
過年度法人税等還付税

当期純利益

額金

1,427,832,469
771,509,498
920,996,093
147,208,631
32,636,000

3,314,531,50114,348,810

1,335,251,343
2,827,112,2011,491,860,858
487,419,300
322,948,105
164,471,195

345,667
726,000
286,938
32,000

8,375,307
10,633,512867,600

762,688
790,21227,524

174,314,495

4,471,678
79,979,87075,508,192

562,807
1,703,7171,140,910

252,590,648
77,328,895

139,571
400

38,894
175,160,676

(単位：円)

損 益 計 算 書

株式会社　共英メソナ

自 2020年  4月  1日  至 2021年  3月 31日 （当期累計期間）



(単位：円)

株主資本等変動計算書

株式会社　共英メソナ

自 2020年  4月  1日  至 2021年  3月 31日 （当期累計期間）

当期首残高
当期変動額
当期純利益
剰余金の配当

当期変動額合計
当期末残高

資本金

400,000,000

0
400,000,000

資本準備金

300,000,000

0
300,000,000

資本剰余金合計

300,000,000

0
300,000,000

資本剰余金合計

利益準備金

29,247,722

0
29,247,722

別途積立金

820,000,000

0
820,000,000

繰越利益剰余金

539,979,924

175,160,676
△22,000,000
153,160,676
693,140,600

その他利益剰余金
利益剰余金合計

1,389,227,646

175,160,676
△22,000,000
153,160,676

1,542,388,322

利益剰余金

株主資本合計

2,089,227,646

175,160,676
△22,000,000
153,160,676

2,242,388,322

株主資本

純資産合計

2,089,227,646

175,160,676
△22,000,000
153,160,676

2,242,388,322



自  2020年 4月 1日
至  2021年 3月31日

１.継続企業の前提に関する注記
　　企業の継続性に関する疑義は生じておりません。

２.重要な会計方針に係る事項に関する注記
　(１)資産の評価基準及び評価方法
　　①有価証券の評価基準及び評価方法
　　　ア.時価のあるもの・・・移動平均法に基づく時価法
　　　イ.時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法
　　②たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　　・・・最終仕入原価法に基づく低価法
　(２)固定資産の減価償却の方法
　　有形固定資産・・・定率法
　　無形固定資産・・・定額法
　(３)引当金の計上基準
　　貸倒引当金・・・期末売掛債権等に対し過去の貸倒実績率を考慮し0.1％引き当てています。
　　賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち
　　　　　　　　　　　当会計年度の負担額を計上しております。
    退職給付引当金（前払年金費用）

　　　　・・・従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務
　　　　　　　　　　　及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。なお、退職給付債務は
　　　　　　　　　　　簡便法に基づき計算しております。
　　役員賞与引当金・・・役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち
　　　　　　　　　　　当会計年度の負担額を計上しております。
　(４)収益及び費用の計上基準
　　収益は役務等完了時、費用は発生主義により計上しています。
　(５)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り処理しております。

３.貸借対照表に関する注記
　(１)有形固定資産の減価償却累計額　　　     776,658,621 円

４.株主資本等変動計算書に関する注記
　(１)発行済株式の種類及び総数に関する事項
　　発行済株式
　　　普通株式（発行済株式）
　　　　前期末株式数（発行済普通株式）　　　       1,320,000 株
　　　　当期増加株式数（発行済普通株式）　　            　　   0 株
　　　　当期減少株式数（発行済普通株式）　　               0 株
　　　　当期末株式数（発行済普通株式）　　　       1,320,000 株

　(２)配当に関する事項
　　配当財産が金銭の場合

　　　金銭配当の株式の種類別内訳
　　　　株式の種類　　　　　　　　　　　　　普通株式
　　　　決議　　　　　　　　　　　　　　　　定時株主総会
　　　　配当金の総額　　　　　　　　　　　　     22,000,000 円
　　　　１株当たり配当額　　　　　　 16円67 銭

　　　　基準日　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月26日

５.１株当たり情報に関する注記
　(１)１株当たりの純資産額　　　　　　　　　　　　　　       1698円78 銭
　(２)１株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額　　      132円70 銭

個 別 注 記 表



６.重要な後発事象に関する注記
　(１)会社分割について
　　当社は2020年10月９日の取締役会において、当社の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収
　集・運搬・処分に係る事業を除く一切の事業を、共英産業株式会社に吸収分割の方法により承継さ
　せることを決議し、2021年４月１日付で承継しました。
　　①会社分割の目的
　　　当社の属する共英製鋼グループにおいて、関係会社の統合再編等による相乗効果の発揮、業務
　　の効率化を通じて、企業価値向上を図るため。
　　②分割した事業の売上高
　　　2020年度の分割対象事業の売上高は2,232百万円です。
　　③会社分割の形態
　　　当社は2020年10月30日締結の吸収分割契約書に基づき、2021年４月１日に当社を吸収分割
　　会社とし、共英産業株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割を行いました。
　　　分割に際して、株式、金銭、その他財産の授受は行っておりません。
　　④会計処理の概要
　　　「企業結合に係る会計基準」（企業会計基準第21号 平成31年1月16日）及び「企業結合会計基準
　　及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成31年１月16日）
　　に基づき、共通支配下の取引として処理しました。

　(２)資本金および資本準備金の額の減少について
　　①資本金および資本準備金の額の減少の目的
　　　吸収分割後の事業規模に応じた資本構成の最適化及び資本政策に関する柔軟性を確保すること
　　を目的とするものです。
　　②資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の内容
　　　減少する資本金及び資本準備金の額
　　　　資本金の額400,000,000円を300,000,000円減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えま
　　　す。減少後の資本金の額は100,000,000円となります。資本準備金の額300,000,000円を
　　　250,000,000円減少し、その全額をその他資本剰余金に振り替えます。減少後の資本準備金の額
　　　は50,000,000円となります。
　　③資本金および資本準備金の額の減少の方法
　　　発行済株式総数の変更を行わず、資本金および資本準備金の額のみを減少します。
　　④資本金および資本準備金の額の減少の日程
　　　臨時株主総会決議 2020年11月13日
　　　効力発生日　　　　 2021年4月1日


