
貸 借 対 照 表 

（令和２年２月 29日現在） 

株式会社ディ・ポップスグループ                     （単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 426,809 流動負債 1,386,662 

現金及び預金 270,194  短期借入金 780,000 

前払費用 293  一年以内返済予定社債 80,000 

短期貸付金 13,210 一年以内返済予定長期借入金 449,532 

未収入金 143,112 未払金 2,675 

固定資産 3,189,810  未払金法人税等 58,970 

 無形固定資産 69,861  未払消費税等 13,959 

  のれん 67,500  その他 1,525 

  ソフトウエア 2,361 固定負債 1,282,616 

 投資その他の資産 3,119,948  社債 210,000 

  投資有価証券 16,877  長期借入金 1,072,616 

  関係会社株式 1,683,387 負債合計 2,669,278 

  出資金 50 （純資産の部）  

  関係会社長期貸付金 1,419,634 株主資本 947,340 

  出資金 50 資本金 134,999 

    資本剰余金 526,462 

     資本準備金 84,999 

     その他資本剰余金 441,462 

    利益剰余金 285,878 

    利益準備金 3,923 

     その他利益剰余金 281,955 

      繰越利益剰余金 281,955 

   純資産合計 947,340 

資産合計 3,616,619 負債・純資産合計 3,616,619 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

  



個 別 注 記 表 

（自平成 31年３月１日 至令和２年２月 29日） 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１.有価証券の評価基準及び評価方法     

（１）子会社株式 

移動平均法による原価法 

（２）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末の市場価格等に基づく時価法 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法 

２.固定資産の減価償却方法 

   無形固定資産 

定額法を採用しております。 

３.その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 

   消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 

 

（当期純損益額）        

    当期純利益     178,953千円 

 

 

 

 

 

 



貸 借 対 照 表 

（平成 31 年２月 28 日現在） 

株式会社ディ・ポップスグループ                     （単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 815,424 流動負債 796,823 

 現金及び預金 171,954  短期借入金 780,000 

 前払費用 297  未払金 890 

 短期貸付金 539,626  未払法人税等 5,506 

 その他 103,545  未払消費税等 9,082 

固定資産 2,266,783  その他 1,344 

 無形固定資産 103,119 固定負債 1,660,126 

  のれん 99,900  社債 100,000 

  ソフトウエア 3,219  長期借入金 1,560,126 

 投資その他の資産 2,163,664 負債の部合計 2,456,949 

  投資有価証券 16,877 （純資産の部）  

  関係会社株式 1,641,738 株主資本 625,258 

  出資金 50  資本金 50,000 

  関係会社長期貸付金 504,999  資本剰余金 441,462 

    その他資本剰余金 441,462 

   利益剰余金 133,795 

    利益準備金 3,923 

    その他利益剰余金 129,872 

     繰越利益剰余金 129,872 

  純資産合計 625,258 

資産の部合計 3,082,207 負債・純資産合計 3,082,207 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



個 別 注 記 表 

（自平成 30 年３月１日 至平成 31 年２月 28 日） 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１.有価証券の評価基準及び評価方法     

（１）子会社株式 

移動平均法による原価法 

（２）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末の市場価格等に基づく時価法 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法 

２.固定資産の減価償却方法 

   無形固定資産 

定額法を採用しております。 

３.その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 

   消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 

 

（当期純損益額）        

    当期純利益     139,717 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貸 借 対 照 表 

（平成 30 年２月 28 日現在） 

株式会社ディ・ポップスグループ                     （単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 213,251 流動負債 452,738 

 現金及び預金 81,354  短期借入金 450,000 

 短期貸付金 98,371  未払金 548 

 その他 33,525  未払法人税等 290 

固定資産 1,320,149  その他 1,900 

 無形固定資産 136,378 固定負債 573,625 

  のれん 132,300  長期借入金 573,625 

  ソフトウエア 4,078 負債の部合計 1,026,363 

 投資その他の資産 1,183,771 （純資産の部）  

  投資有価証券 16,877 株主資本 507,036 

  関係会社株式 661,844  資本金 50,000 

  出資金 50  資本剰余金 441,462 

  関係会社長期貸付金 504,999   その他資本剰余金 441,462 

   利益剰余金 15,574 

    利益準備金 1,773 

    その他利益剰余金 13,800 

     繰越利益剰余金 13,800 

  純資産合計 507,036 

資産の部合計 1,533,400 負債・純資産合計 1,533,400 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個 別 注 記 表 

（自平成 29 年３月１日 至平成 30 年２月 28 日） 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１.有価証券の評価基準及び評価方法     

（１）子会社株式 

移動平均法による原価法 

（２）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末の市場価格等に基づく時価法 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法 

２.固定資産の減価償却方法 

   無形固定資産 

定額法を採用しております。 

３.その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 

   消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 

 

（当期純損益額）         

    当期純利益                   2,528 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貸 借 対 照 表 

（平成 29 年２月 28 日現在） 

株式会社ディ・ポップスグループ                     （単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 118,008 流動負債 147,037 

 現金及び預金 101,593  短期借入金 125,910 

 未収入金 10,359  未払法人税等 80 

 その他 6,056  その他 1,006 

固定資産 631,230 固定負債 79,960 

 投資その他の資産 631,230  長期借入金 79,960 

  投資有価証券 11,386 負債の部合計 226,997 

  関係会社株式 619,844 （純資産の部）  

  株主資本 522,242 

   資本金 50,000 

   資本剰余金 441,462 

    その他資本剰余金 441,462 

   利益剰余金 30,779 

    その他利益剰余金 30,779 

     繰越利益剰余金 30,779 

  純資産合計 522,242 

資産の部合計 749,239 負債・純資産合計 749,239 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個 別 注 記 表 

（自平成 28 年３月１日 至平成 29 年２月 28 日） 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１.有価証券の評価基準及び評価方法     

（１）子会社株式 

移動平均法による原価法 

（２）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末の市場価格等に基づく時価法 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法 

２.固定資産の減価償却方法 

   無形固定資産･･････････定額法 

３.その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 

   消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 

 

（当期純損益額）         

  当期純利益                  10,282 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貸 借 対 照 表 

（平成 28 年２月 29 日現在） 

株式会社ディ・ポップスグループ                     （単位：千円） 

科目 金額 科目 金額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 439 流動負債 8,842 

 現金及び預金 439  未払金 8,259 

固定資産 520,362  未払法人税等 299 

 投資その他の資産 520,362  その他 284 

  関係会社株式 520,362 固定負債  

  負債の部合計 8,842 

  （純資産の部）  

  株主資本 511,959 

   資本金 50,000 

   資本剰余金 441,462 

    その他資本剰余金 441,462 

   利益剰余金 20,497 

    その他利益剰余金 20,497 

     繰越利益剰余金 20,497 

  純資産合計 511,959 

資産の部合計 520,802 負債・純資産合計 520,802 

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個 別 注 記 表 

（自平成 27 年 10 月１日 至平成 28 年２月 29日） 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１.有価証券の評価基準及び評価方法     

子会社株式 

移動平均法による原価法 

２.その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 

   消費税等の会計処理  

税抜方式によっております。 

 

（当期純損益額）         

  当期純利益                  20,497 千円 
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