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TOOLCO包括利益計算書1 

（提案様式） 

  12 月 31 日終了事業年度 
   2010 年  2009 年 
事業     
営業     
売上‐卸売 2,790,080 2,591,400 
売上‐小売 697,520 647,850 

収益合計 3,487,600 3,239,250 
売上原価     
材料費 (1,043,100) (925,000) 
労務費 (405,000) (450,000) 
間接費‐減価償却費 (219,300) (215,000) 
間接費‐輸送費 (128,640) (108,000) 
間接費‐その他 (32,160) (27,000) 
棚卸資産増減 (60,250) (46,853) 
年金 (51,975) (47,250) 
棚卸資産評価損 (29,000) (9,500) 

売上原価合計 (1,969,425) (1,828,603) 
売上総利益 1,518,175 1,410,647 

販売費     
広告費 (60,000) (50,000) 
人件費 (56,700) (52,500) 
貸倒損失 (23,068) (15,034) 
その他 (13,500) (12,500) 

販売費合計 (153,268) (130,034) 
一般管理費     
人件費 (321,300) (297,500) 
減価償却費 (59,820) (58,500) 
年金 (51,975) (47,250) 
株式に基づく報酬 (22,023) (17,000) 
リース負債に関する利息 (14,825) (16,500) 
研究開発費 (8,478) (7,850) 
その他 (15,768) (14,600) 

一般管理費合計 (494,189) (459,200) 
その他の営業項目前利益 870,718 821,413 

その他の営業収益（費用）     
関連会社 Aの持分法損益 23,760 22,000 
有形固定資産売却益 22,650 – 
キャッシュ・フロー・ヘッジ実現益 3,996 3,700 
債権売却損 (4,987) (2,025) 
のれんの減損損失 – (35,033) 

その他の営業収益合計（費用）合計 45,419 (11,358) 
営業利益合計 916,137 810,055 

投資     
受取配当金 54,000 50,000 
売却可能有価証券実現利益 18,250 7,500 
関連会社 Bの持分法損益 7,500 3,250 

投資利益合計 79,750 60,750 

事業利益合計 995,887 870,805 

                                                   
1 本資料に記載の包括利益計算書及び財政状態計算書は、IASBにより公表されたディスカッシ
ョン・ペーパー「財務諸表の作成に関する予備的見解」（2008年 10月）より抜粋したものです。
このため、今後、IASBにおける審議において様式の変更がされうることに御留意お願い致しま
す。 
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TOOLCO包括利益計算書 

（提案様式）̶続き 

  12 月 31 日終了事業年度 

  2010 年 2009 年 

財務     

現金に係る受取利息 8,619 5,500 
財務資産収益合計 8,619 5,500 

支払利息 (111,352) (110,250) 
財務負債費用合計 (111,352) (110,250) 

財務収益及び費用の正味合計 (102,733) (104,750) 

     
法人所得税及びその他の 

包括利益前の継続事業からの利益 893,154 766,055 
法人所得税     

法人所得税費用 (333,625) (295,266) 
継続事業からの利益 559,529 470,789 

非継続事業     

非継続事業による損失 (32,400) (35,000) 
法人所得税軽減額 11,340 12,250 

非継続事業による損失 (21,060) (22,750) 

当期純利益 538,469 448,039 

その他の包括利益（税引後）     

売却可能有価証券の未実現損益（投資） 17,193 15,275 
再評価剰余金（営業） 3,653 – 
為替換算調整勘定—連結子会社 2,094 (1,492) 
キャッシュ・フロー・ヘッジ未実現損益（営業） 1,825 1,690 
為替換算調整勘定—関連会社 A（営業） (1,404) (1,300) 

その他の包括利益合計 23,361 14,173 

包括利益合計 561,830 462,212 

      
基本的 1株当たり利益 7.07 6.14 
希薄化後 1株当たり利益 6.85 5.96 
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TOOLCO 財政状態計算書 

（提案様式） 

  12 月 31 日現在 

  2010 年 2009 年 

事業     

営業     

売上債権 945,678 541,375 
差引：貸倒引当金 (23,642) (13,534) 
売上債権（純額） 922,036 527,841 

棚卸資産 679,474 767,102 
前払広告費 80,000 75,000 
外国為替予約—キャッシュ・フロー・ヘッジ 6,552 3,150 

短期資産合計 1,688,062 1,373,092 
有形固定資産 5,112,700 5,088,500 
差引：減価償却累計額 (2,267,620) (2,023,500) 
有形固定資産（純額） 2,845,080 3,065,000 

関連会社 Aに対する投資 261,600 240,000 
のれん 154,967 154,967 
その他の無形資産 35,000 35,000 

長期資産合計 3,296,647 3,494,967 
仕入債務 (612,556) (505,000) 
顧客からの前受金 (182,000) (425,000) 
未払給与 (173,000) (200,000) 
株式に基づく報酬負債 (39,586) (21,165) 
１年以内返済予定のリース負債 (35,175) (33,500) 
リース負債に関する未払利息 (14,825) (16,500) 

短期負債合計 (1,057,142) (1,201,165) 
年金負債発生高 (293,250) (529,500) 
リース負債（１年以内返済予定のものを除く） (261,325) (296,500) 
その他の長期負債 (33,488) (16,100) 

長期負債合計 (588,063) (842,100) 
正味営業資産 3,339,504 2,824,795 

投資     

売却可能有価証券（短期） 473,600 485,000 
関連会社 Bに対する投資（長期） 46,750 39,250 

投資資産合計 520,350 524,250 

正味事業資産 3,859,854 3,349,045 
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TOOLCO 財政状態計算書 

（提案様式）̶続き 

  12 月 31 日現在 

  2010 年 2009 年 

財務     

財務資産     

現金 1,174,102 861,941 
財務資産合計 1,174,102 861,941 

財務負債     

短期借入金 (562,000) (400,000) 
未払利息 (140,401) (112,563) 
未払配当金 (20,000) (20,000) 

短期財務負債合計 (722,401) (532,563) 
長期借入金 (2,050,000) (2,050,000) 

財務負債合計 (2,772,401) (2,582,563) 

正味財務負債 (1,598,299) (1,720,621) 

非継続事業     

売却予定資産 856,832 876,650 
売却予定資産に関連する負債 (400,000) (400,000) 

正味売却予定資産 456,832 476,650 

法人所得税     

短期     
繰延税金資産 4,426 8,907 
未払法人所得税 (72,514) (63,679) 
長期     
繰延税金資産 39,833 80,160 

正味法人所得税資産（負債） (28,255) 25,388 

純資産 2,690,132 2,130,462 
     

所有者持分     
株式資本 (1,427,240) (1,343,000) 
利益剰余金 (1,100,358) (648,289) 
その他の包括利益累計額（純額） (162,534) (139,173) 

所有者持分合計 (2,690,132) (2,130,462) 
      
      
   
短期資産合計 4,197,021 3,605,591 

長期資産合計 3,383,231 3,614,377 

資産合計 7,580,252 7,219,968 
   
   

短期負債合計 (2,252,057) (2,197,406) 

長期負債合計 (2,638,063) (2,892,100) 

負債合計 (4,890,120) (5,089,506) 

  


