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（単位：円）

科　　　   目 金額 科　　　   目 金額
　　流動資産 17,019,158,462 　　流動負債 4,556,660,246 
　　　　　　　　現金及び預金 4,442,290,323 　　　　　　　　買掛金 738,082,177 
　　　　　　　　仕掛品 10,570,722,595 　　　　　　　　未払金 3,018,007,341 
　　　　　　　　原材料及び貯蔵品 1,618,401,425 　　　　　　　　未払費用 59,669,491 
　　　　　　　　前払費用 8,768,645 　　　　　　　　賞与引当金 409,670,137 
　　　　　　　　未収入金 189,050,475 　　　　　　　　役員賞与引当金 5,800,000 
　　　　　　　　未収消費税等 189,739,800 　　　　　　　　未払法人税等 325,431,100 
　　　　　　　　その他 185,199 　　固定負債 7,166,666 
　　固定資産 36,148,352,035                   役員退職慰労引当金 7,166,666 
　　　　　有形固定資産 34,933,782,173 
　　　　　　　　建物 19,803,843,653 　　負債合計 4,563,826,912 
　　　　　　　　構築物 167,124,009 
　　　　　　　　機械及び装置 10,441,374,040 　　株主資本 48,603,683,585 
　　　　　　　　車両運搬具 168,326,586             資本金 100,000,000 
　　　　　　　　工具、器具及び備品 485,340,532             資本剰余金 47,800,000,000 
　　　　　　　　建設仮勘定 3,867,773,353                   資本準備金 23,950,000,000 
　　　　　無形固定資産 235,314,777                   その他資本剰余金 23,850,000,000 
　　　　　　　　借地権 183,258,469             利益剰余金 703,683,585 
　　　　　　　　ソフトウエア 52,056,308                   その他利益剰余金 703,683,585 
　　　　　投資その他の資産 979,255,085                   特別償却準備金 26,351,296 
　　　　　　　　繰延税金資産 978,246,977                   繰越利益剰余金 677,332,289 
　　　　　　　　その他 1,008,108 　　純資産合計 48,603,683,585 
　　資産合計 53,167,510,497     負債・純資産合計 53,167,510,497 

貸借対照表
2020年3月31日現在

資産の部 負債の部

純資産の部



1．重要な会計方針

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品・原材料・貯蔵品　　　 月別移動平均法に基づく原価法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

（２）固定資産の減価償却の方法
　　　 有形固定資産 定率法を採用している。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに

2016年4月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

　　　 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エアについては、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
　　　 賞与引当金 従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上しております。

　　　 役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上しております。

　　　 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

（４）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き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 44,754,712,316 円
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

　　　 (単位：円）
科　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物 32,881,483,214 13,077,639,561 19,803,843,653
構築物 280,163,884 113,039,875 167,124,009
機械装置 40,455,859,405 30,014,485,365 10,441,374,040
車輌運搬具 271,434,608 103,108,022 168,326,586
工具器具備品 1,931,780,025 1,446,439,493 485,340,532
合　計 75,820,721,136 44,754,712,316 31,066,008,820

３．関係会社に対する金銭債権及び債務
金銭債権 売掛金 -

未収入金 189,031,335 円

金銭債務 未払金 1,770,006,860 円

４．関係会社との取引高
　　　　 売上高 17,523,285,733 円

営業費用 1,984,323,979円

　　　　 営業外収益 537,888,770円

５．当事業年度末の発行済株式の種類及び総数
普通株式 1,000 株

６．税効果会計関係
　　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：円）
繰延税金資産
　 減価償却超過額（一括償却資産） 473,354
　 賞与引当金 142,506,257
 　未払金(事業税） 30,186,984
　 減価償却超過額 792,185,128
 　未払社会保険料（賞与引当金） 20,466,635
　 退職給付費用 3,727,674
 　役員退職慰労引当金 2,458,166
 　合計 992,004,198
繰延税金負債
 　特別償却準備金 13,757,221
 　合計 13,757,221
繰延税金資産の純額 978,246,977

個別注記表

営業取引による取引高

営業取引以外の取引高



７．金融商品に関する注記
2020年3月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

貸借対照表計上
額(*)

時価(*) 差額

(1) 現金及び預金 4,442,290,323 4,442,290,323 -
(2) 未収入金 189,050,475 189,050,475 -
(3) 未収消費税等 189,739,800 189,739,800 -
(4) 買掛金 (738,082,177) (738,082,177) -
(5) 未払金 (3,018,007,341) (3,018,007,341) -
(6) 未払法人税等 (325,431,100) (325,431,100) -

(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
(1) 現金及び預金、(2)未収入金、(3)未収消費税等、(4)買掛金、(5)未払金、(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

８．関連当事者との取引に関する注記

種
類

法人等の
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

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

製品の販売(注1) 17,523,285,733 円 売掛金 -
研究開発用原料等の
提供(注1)

200,580,791 円 未収入金 189,031,335 円

受取補償金 169,007,933 円 未払金 1,770,006,860 円
役務提供(注2) 165,960,226 円

地代家賃(注2) 2,339,820 円

取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 市場価格、総原価を勘案して、価格交渉の上、取引条件を決定しております。
(注2) 契約に基づいて取引条件を決定しております。

９．1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 48,603,683円59銭
1株当たり当期純利益 1,081,340円43銭

１０．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

親
法
人

一般財団
法人阪大
微生物病
研究会

大阪府
吹田市

-

微生物病の研究
ワクチン等の販売
検査事業
学術助成事業

被所有
直接
66.6％

当社製品の販売
間接部門役務提供
役員の兼任


