
貸借対照表

オオノ開發㈱ 令和3年9月１日～令和4年8月31日
（単位：千円）

金　額 金　額
〔資産の部〕 〔負債の部〕
流動資産 流動負債
　 現金・預金 8,100,642 買掛金 714,570
　 受取手形 21,937 短期借入金 100,000
　 売掛金 2,298,025 未払金 10,598,992
　 商品・原材料 25,388
　 貯蔵品 534,760 5,815,337
　 その他 2,082,419
　

固定負債
固定資産 29,469,105

（有形固定資産） 578,542
建物・建物付属 8,745,808  
構築物 1,703,127 負債合計 47,276,546
機械装置 5,757,528
工具器具 610,375 〔純資産の部〕
車両運搬具 3,722,109 70,000
建設仮勘定 1,492,895 20,117,940
土地 26,545,964 資本剰余金 0
その他 11,575 　
（無形固定資産） その他評価差額金 885
ソフトウェア等 30,215
（投資その他の資産）
投資有価証券 414,426
子会社株式 320,386
その他 5,046,394

繰延資産 1,398
 
 純資産合計 20,188,825

資産合計 67,465,371 負債・純資産合計 67,465,371

損益計算書
オオノ開發㈱ 令和3年9月１日～令和4年8月31日

（単位：千円）

売上高
売上高 　
リサイクル売上 　
売上割戻 21,965,469

売上原価 　 9,542,759
売上総利益 12,422,710

販売費及び一般管理費 7,261,407
営業利益 5,161,303

営業外収益 966,025
営業外費用 581,816

経常利益 5,545,512
特別利益 666,965
特別損失 5,046,135

税引前当期純利益 1,166,342
法人税住民税等 575,317
当期純利益 591,025

▲ 144,922

資本金
利益剰余金

科　目 金　　額

19,348,503
2,761,888

科　目 科　目

その他
 

長期借入金
処分場維持準備金



株主資本等変動計算書

オオノ開發 株式会社

自 令和 3年 9月 1日

至 令和 4年 8月31日 単位：円

株主資本 評価・換算差額等

利益剰余金
純資産合計

資本金 その他利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
利益準備金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 70,000,000 4,300,000 19,522,615,474 19,526,915,474 19,596,915,474 23,182,578 23,182,578 19,573,732,896

当期変動額

当期純利益 591,025,006 591,025,006 591,025,006 591,025,006

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 24,067,142 24,067,142 24,067,142

当期変動額合計 - - 591,025,006 591,025,006 591,025,006 24,067,142 24,067,142 615,092,148

当期末残高 70,000,000 4,300,000 20,113,640,480 20,117,940,480 20,187,940,480 884,564 884,564 20,188,825,044



個別注記表

オオノ開發 株式会社

自 令和 3年 9月 1日

至 令和 4年 8月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

・・・・ 終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・定率法

ただし、建物、建物附属設備及び構築物は定額法

無形固定資産・・・・定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案

して計上するほか、一般債権については法人税法の規定による法定繰入

率により計上しています。

消費税の会計処理

・・・・すべて税抜方式で処理しています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

・・・・３３、２９８，７７５，２６４円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末日における発行済株式数

・・・・７０，０００株



貸借対照表

オオノ開發㈱ 令和2年9月１日～令和3年8月31日
（単位：千円）

金　額 金　額
〔資産の部〕 〔負債の部〕
流動資産 流動負債
　 現金・預金 3,608,206 買掛金 623,421
　 受取手形 243,340 短期借入金 100,000
　 売掛金 2,671,674 未払金 5,682,529
　 商品・原材料 33,702 未成工事受入金 1,432,080
　 貯蔵品 506,938 567,510
　 未成工事支出金 836,454
　 その他 4,368,272

固定負債
固定資産 34,597,401

（有形固定資産） 540,783
建物・建物付属 9,085,708  
構築物 1,721,058 負債合計 43,543,724
機械装置 6,353,254
工具器具 605,040 〔純資産の部〕
車両運搬具 3,732,796 70,000
建設仮勘定 711,314 19,526,915
建設仮払金 資本剰余金 0
土地 26,177,847 　
（無形固定資産） その他評価差額金 ▲ 23,182
ソフトウェア等 18,603
（投資その他の資産）
投資有価証券 343,342
子会社株式 216,712
その他 1,876,626

繰延資産 6,571
 
 純資産合計 19,573,733

資産合計 63,117,457 負債・純資産合計 63,117,457

損益計算書
オオノ開發㈱ 令和2年9月１日～令和3年8月31日

（単位：千円）

売上高
売上高 　
リサイクル売上 　
売上割戻 16,172,641

売上原価 　 7,542,588
売上総利益 8,630,053

販売費及び一般管理費 6,850,877
営業利益 1,779,176

営業外収益 535,112
営業外費用 236,308

経常利益 2,077,980
特別利益 123,864
特別損失 922,551

税引前当期純利益 1,279,293
法人税住民税等 357,599
当期純利益 921,694

科　目 科　目

その他
 

長期借入金
処分場維持準備金

▲ 26,238

資本金
利益剰余金

科　目 金　　額

14,787,380
1,411,499



オオノ開發　株式会社　　　　　　　　　　

自 令和 2年 9月 1日

至 令和 3年 8月31日 単位：円

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 70,000,000 4,300,000 18,600,921,514 18,605,221,514 18,675,221,514 0 0 18,675,221,514

当期変動額

当期純利益 921,693,960 921,693,960 921,693,960 921,693,960

当期変動額合計 - - 921,693,960 921,693,960 921,693,960 -23,182,578 -23,182,578 898,511,382

当期末残高 70,000,000 4,300,000 19,522,615,474 19,526,915,474 19,596,915,474 -23,182,578 -23,182,578 19,573,732,896

評価・換算差額等合計

純資産合計

株主資本等変動計算書

株主資本 評価・換算差額等

利益剰余金

資本金
利益準備金 利益剰余金合計

株主資本合計 その他有価証券評価差額金



個別注記表

オオノ開發 株式会社

自 令和 2年 9月 1日

至 令和 3年 8月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

・・・・ 終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・定率法

ただし、建物、建物附属設備及び構築物は定額法

無形固定資産・・・・定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案

して計上するほか、一般債権については法人税法の規定による法定繰入

率により計上しています。

消費税の会計処理

・・・・すべて税抜方式で処理しています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

・・・・２９，９７８，３７０，３１８円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末日における発行済株式数

・・・・７０，０００株



貸借対照表

オオノ開發㈱ 令和元年9月１日～令和2年8月31日
（単位：千円）

金　額 金　額
〔資産の部〕 〔負債の部〕
流動資産 　 流動負債
　 現金・預金 5,318,071 買掛金 720,416
　 受取手形 122,814 短期借入金 300,000
　 売掛金 2,083,435 未払金 5,300,347
　 商品・原材料 52,392 未成工事受入金 987,795
　 貯蔵品 653,817 747,015
　 未成工事支出金 579,465
　 その他 4,389,580

固定負債
固定資産 16,076,851

（有形固定資産） 552,397
建物・建物付属 7,741,937  
構築物 1,934,147 負債合計 24,684,821
機械装置 5,450,325
工具器具 502,693 〔純資産の部〕
車両運搬具 3,440,647 70,000
建設仮勘定 396,414 18,605,222
建設仮払金 資本剰余金 0
土地 9,241,316 　
（無形固定資産）
ソフトウェア等 64,636
（投資その他の資産）
投資有価証券 393,466
子会社株式 686,156
その他 269,563

繰延資産 39,169
 
 純資産合計 18,675,222

資産合計 43,360,043 負債・純資産合計 43,360,043

損益計算書
オオノ開發㈱ 令和元年9月１日～令和2年8月31日

（単位：千円）

売上高
売上高 　
リサイクル売上 15,636,652 　

売上原価 　 8,001,206
売上総利益 7,635,446

販売費及び一般管理費 5,395,653
営業利益 2,239,793

営業外収益 820,629
営業外費用 655,668

経常利益 2,404,754
特別利益 946,583
特別損失 779,051

税引前当期純利益 2,572,286
法人税住民税等 912,396
当期純利益 1,659,890

科　目 科　目

その他
 

長期借入金
処分場維持準備金

資本金
利益剰余金

科　目 金　　額

15,048,586
588,066



株主資本等変動計算書

オオノ開發 株式会社

自 令和元年 9月 1日

至 令和 2年 8月31日 単位：円

株主資本

利益剰余金
純資産合計

資本金 その他利益剰余金 株主資本合計
利益準備金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 70,000,000 2,900,000 16,956,431,268 16,959,331,268 17,029,331,268 17,029,331,268

当期変動額

㈱オオノアソシエーツ 株主へ2割配当実

施 1,400,000 15,400,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000

当期純利益 1,659,890,246 1,659,890,246 1,659,890,246 1,659,890,246

当期変動額合計 - 1,400,000 1,644,490,246 1,645,890,246 1,645,890,246 1,645,890,246

当期末残高 70,000,000 4,300,000 18,600,921,514 18,605,221,514 18,675,221,514 18,675,221,514



個別注記表

オオノ開發 株式会社

自 令和元年 9月 1日

至 令和 2年 8月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

・・・・最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・定率法

ただし、建物、建物附属設備及び構築物は定額法

無形固定資産・・・・定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案

して計上するほか、一般債権については法人税法の規定による法定繰入

率により計上しています。

消費税の会計処理

・・・・すべて税抜方式で処理しています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

・・・・２９，９７８，３７０，３１８円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度末日における発行済株式数

・・・・７０，０００株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

令和元年11月11日の臨時株主総会において配当を決議

配当の総額 14,000,000円

配当の原資 利益剰余金

１株当りの配当額 200円

基準日 令和元年10月31日

効力発生日 令和元年11月19日




