
Ⅳ．勘定間の相殺された債権と債務及び勘定相互間の損益取引に係る費用と収益並びに未実現損益の内訳

（１）各勘定間の債権・債務の相殺取引の明細 （単位：円）

費目 金額 勘定名 費目 金額

買掛金 3,083,212,336 アルコール製造勘定 売掛金 3,083,212,336

買掛金 331,784,359 売掛金 331,784,359

アルコール製造勘定 未払金 43,465,733 一般勘定 未収金 9,997,118
電源利用勘定 未収金 10,779,502

未収金 16,169,253

未収金 869,315
鉱工業承継勘定 未収金 434,657
石炭経過勘定 未収金 5,215,888 退職給付引当金

石炭勘定 未払金 64,938,011 一般勘定 未収金 14,935,742 に係る債権・債務
電源利用勘定 未収金 16,104,627 の相殺

未収金 24,156,940

未収金 1,298,760
鉱工業承継勘定 未収金 649,380
石炭経過勘定 未収金 7,792,562

一般勘定 未払金 12,058,876 石炭経過勘定 未収金 52,429,894
電源利用勘定 未払金 13,002,614

未払金 19,503,921

未払金 1,048,597
鉱工業承継勘定 未払金 524,299
石炭経過勘定 未払金 6,291,587

未払金 925,473 アルコール製造勘定 未収金 1,166,900

未払金 241,427

未払金 3,946,840 アルコール製造勘定 未収金 3,946,840

アルコール取扱費
に係る債権・債務の
相殺

一般勘定 未払金 65,873,742 未収金 129,965,539

電源利用勘定 未払金 75,182,965 未収金 127,749 消費税に係る

未払金 272,382,475 鉱工業承継勘定 未収金 1,033,188 債権・債務の相殺

未払金 353,390,667 石炭経過勘定 未収金 75,215,896

未払金 350,228,478 アルコール製造勘定 未収金 208,896,155
法人全体 未払金 701,819,800

4,698,002,400 4,698,002,400

（２）各勘定間の収益・費用の相殺取引の明細 （単位：円）

費目 金額 勘定名 費目 金額

690,814,509 690,814,509
アルコール製造 一般アルコール販売
事業収入 7,026,120,848 事業費 7,026,120,848

一般アルコール販売
13,003,256 事業費 13,003,256

雑益 129,965,539 一般勘定 業務費 65,873,742

研究基盤出資経過勘定 雑益 127,749 電源利用勘定 業務費 75,182,965

鉱工業承継勘定 雑益 1,033,188 業務費 272,382,475
消費税に係る内
部取引の相殺

石炭経過勘定 雑益 75,215,896 一般管理費 353,390,667

アルコール製造勘定 雑益 208,896,155 一般管理費 350,228,478
法人全体 業務費 207,096,810
法人全体 一般管理費 494,722,990

8,846,996,940 8,846,996,940

（３）各勘定間の棚卸資産の未実現利益の控除取引の明細 （単位：円）

費目 金額 勘定名 費目 金額
アルコール製造
事業費 160,260,700 たな卸資産（商品） 160,260,700

160,260,700 160,260,700

収益の相殺額

一般アルコール販売勘
定

石油及びエネルギー需
給構造高度化勘定

特定アルコール販売勘
定
一般アルコール販売勘
定

基盤技術研究促進
勘定

石油及びエネル
ギー需給構造高度
化勘定
基盤技術研究促進
勘定

特定アルコール販売
事業費

費用の相殺額

研究基盤出資経過
勘定

基盤技術研究促進勘定

石油及びエネル
ギー需給構造高度
化勘定

特定アルコール販
売勘定
一般アルコール販
売勘定

アルコール製造勘定

アルコール製造勘定 アルコール取扱費に
係る内部取引の相殺

製品、商品の引
渡、販売に係る内
部取引の相殺一般アルコール販

売勘定

特定アルコール販
売勘定

一般アルコール販売勘
定

一般アルコール販売事
業収入

雑益 一般アルコール販
売勘定

収益の相殺額 費用の相殺額

相殺処理の摘要
勘定名

相殺処理の摘要
勘定名

アルコール製造勘定 一般アルコール販売勘定

債務の相殺額 債権の相殺額 相殺処理の摘要
勘定名

一般アルコール販売勘
定 製品、商品の引

渡、販売に係る債
権・債務の相殺

基盤技術研究促進
勘定

石油及びエネルギー需
給構造高度化勘定

特定アルコール販売勘
定

一般アルコール販
売勘定

一般アルコール販売勘
定

特定アルコール販売勘
定

基盤技術研究促進勘定

石油及びエネル
ギー需給構造高度
化勘定



Ⅴ．キャッシュ・フロー計算書の控除取引の明細

項目 金額 勘定名 項目 金額
事業収入 8,014,739,472 一般アルコール販売勘定 8,014,739,472

特定アルコール販売勘定
その他業務収入 13,003,256 一般アルコール販売勘定 13,003,256

特定アルコール販売勘定
その他業務収入 112,392,604 一般アルコール販売勘定 112,392,604

特定アルコール販売勘定
消費税還付金収入 381,880,965 左記以外の勘定 381,880,965

8,522,016,297 8,522,016,297

収入の相殺額
勘定名

アルコール製造勘定

支出の相殺額 相殺処理の摘要

原材料、商品又はサー
ビスの購入による支出

一般勘定
アルコール製造勘定

原材料、商品又はサー
ビスの購入による支出

勘定間の売買に伴
う消去
アルコール取り扱いに係る
内部取引の相殺に伴う消去

期首退職金引当相当額の
入出金相殺に伴う消去

消費税還付金の相
殺に伴う消去

アルコール製造勘定 原材料、商品又はサー
ビスの購入による支出

アルコール製造勘定 人件費支出


