
 

別表第二の二（第５条及び第６条関係） 

財務諸表様式 

様式第１ 

貸借対照表 

事業者名 ＢＲレジストリ株式会社 

平成 29 年 12月 31 日 

（単位 円） 

資産の部 

Ⅰ 流動資産 

 １ 現金及び預金                    1,835,005 

 ２ 売掛金                        465,922 

  流動資産合計                           2,300,927 

Ⅱ 固定資産 

 Ａ ドメイン名関連事業固定資産 

  (1) 無形固定資産 

   １ ドメイン発行権利金               9,185,886 

    無形固定資産合計                 9,185,886 

    ドメイン名関連事業固定資産合計          9,185,886 

  固定資産合計                           9,185,886 

資産合計                             11,486,813 

負債の部 

Ⅰ 流動負債 

 １ 買掛金                        278,309 

 ２ 未払金                       3,091,557 

 ３ 未払法人税等                      70,000 

  流動負債合計                           3,439,866 

Ⅱ 固定負債 

 １ 関係会社長期借入金                 2,000,000 

  固定負債合計                           2,000,000 

  負債合計                             5,439,866 

純資産の部 

Ⅰ 株主資本 

１ 資本金                       9,000,000 

 ２ 利益剰余金 

(a) その他利益剰余金 

    繰越利益剰余金                 ‐2,953,053 

   利益剰余金合計                          ‐2,953,053 

  株主資本合計                            6,046,947 

  純資産合計                             6,046,947 

  負債・純資産合計                         11,486,813 



 

様式第２ 

損益計算書 

事業者名 ＢＲレジストリ株式会社 

平成 29 年 1 月 1 日から 

平成 29 年 12月 31 日まで 

（単位 円） 

Ⅰ ドメイン名関連事業営業損益 

 (1) 売上高                       5,500,586 

 (2) 売上原価                      2,217,993 

売上総利益                           3,282,593 

 (3) 販売費及び一般管理費 

  １ 支払報酬                       120,000 

  ２ ドメイン発行権利金償却              2,688,552 

  ３ ドメイン発行維持管理費              5,554,750 

  ４ 雑費                        207,024  8,570,326 

  ドメイン名関連事業営業損失                   ‐5,287,733 

Ⅱ 附帯事業営業損益 

 (1) 売上高                       3,955,066 

 (2) 売上原価                       600,000 

売上総利益                           3,355,066 

     営業利益                            3,355,066 

Ⅲ 営業外収益 

 １ 受取利息                          51 

２  雑収入                           357,634     357,685 

  経常損失                             ‐1,574,982 

  税引前当期純損失                        ‐1,574,982 

  法人税、住民税及び事業税                       70,000 

  当期純損失                              ‐1,644,982



 

様式第３ 
株主資本変動計算書 

  事業者名 ＢＲレジストリ株式会社 
 
平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12月 31 日まで                                       （単位 円） 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

利益剰余金 

株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 9,000,000 ‐1,308,071 ‐1,308,071 7,691,929 7,691,929 

当期変動額      

 当期純損失  ‐1,644,982 ‐1,644,982 ‐1,644,982 ‐1,644,982 

当期変動額合計  ‐1,644,982 ‐1,644,982 ‐1,644,982 ‐1,644,982 

当期末残高 9,000,000 ‐2,953,053 ‐2,953,053 6,046,947 6,046,947 



 

様式第４ 

個別注記表 

事業者名 ＢＲレジストリ株式会社 

平成 29 年 1 月 1 日から 

平成 29 年 12月 31 日まで 

 

１ 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 

(a) 有価証券の評価基準及び評価方法 

該当事項はありません。 

   (b) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

      該当事項はありません。 

 (2) 固定資産の減価償却の方法 

  (a) 有形固定資産 

    該当事項はありません 

  (b) 無形固定資産 

    定額法を採用しております。 

    なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

    ドメイン発行権利金 5 年 

 (3) 引当金の計上基準 

  (a) 貸倒引当金 

 金額僅少で重要性が乏しいため、計上していません。 

  (b) 賞与引当金 

    該当事項はありません。 

 (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

  (a) 繰延資産の処理方法 

        該当事項はありません。 

  (b) 外貨建資産及び負債の本邦への換算基準 

    外貨建ての資産及び負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を 

    付しております。 

  (c) 消費税等の会計処理 

    消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。 

２ 貸借対照表等に関する注記 

 (1) 貸借対照表に関する注記 

(a) 有形固定資産の減価償却累計額 

該当事項はありません。 

   (b) 受取手形割引高 

      該当事項はありません。 

 (2) 関係会社に対する金銭債権又は債務の金額 

  (a) 関係会社に対する金銭債務は次の通りです。 

    短期金銭債務  374,557 円 

    長期金銭債務 2,000,000 円 

３ 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 

   普通株式 

   前期末株式数 200 株 

   増    加  0 株 

   減    少  0 株 

   当期末株式数 200 株 

 (2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   該当事項はありません。 


