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個別注記表

Ⅰ 重要な会計方針

　1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 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 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

　2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

売価還元法による原価法によっております。但し、物流センター在庫等は、最終仕入原価法に基づ

く原価法によっております。なお、貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定しております。

　3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く)
定率法によっております。但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建 物 ３～47年

構 築 物 10～20年

機 械 及 び 装 置 ５～17年

車 両 運 搬 具 ４～６年

工具、器具及び備品 ２～10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く)及び長期前払費用
定額法によっております。但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

　4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金
売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。事業年度末において、年金資産見込額が退職給付債務見込額を超過している

場合には、前払年金費用として計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており

ます。

(3) ポイント引当金
ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの使用に備えるため、当事業年度末において将来

使用されると見込まれる額を計上しております。

（追加情報）
ポイント管理システムの変更及びポイントカード会員規約の変更に伴い、当事業年度末より使用実

績率が把握できるようになり、将来使用されると見込まれる額を合理的に見積ることが可能となっ

たことから、当事業年度よりポイント引当金を計上しております。

　5. 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、税抜方式によっております。
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　6. 会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成

27年３月26日。）を当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職

給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定

方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から退職給付の支払見込期間及び

支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越

利益剰余金に加減しております。

　この結果、当事業年度の期首において、前払年金費用が322百万円、繰越利益剰余金が208百万円

それぞれ減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。

　なお、１株当たり情報に与える影響は軽微であります。

　7. 表示方法の変更

（貸借対照表関係）

前事業年度において流動負債の「設備関係支払手形」に含めて表示しておりました「設備関係電子

記録債務」は、金銭的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

Ⅱ 貸借対照表関係

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 98,014百万円

3. 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産

現金及び預金(定期預金) 5百万円

建 物 884百万円

土 地 2,701百万円
(2) 担保に係る債務

買 掛 金 0百万円

預 り 保 証 金 57百万円

4. 関係会社に対する債権・債務

短 期 金 銭 債 権 3,799百万円

短 期 金 銭 債 務 657百万円

長 期 金 銭 債 務 770百万円

5. 保証債務

借入債務等に対する保証 483百万円

仕入債務等に対する保証 35百万円
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Ⅲ 損益計算書関係

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売 上 高 5,567百万円

仕 入 高 6,544百万円

営業取引以外の取引による取引高 60百万円

3. 減損損失
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

用 途 種 類 場 所 金 額
（百万円）

店 舗

建物、構築物、工具、器具及び備品、借地権等 和歌山県 527

建物、構築物、工具、器具及び備品等 愛知県 108

建物、構築物、工具、器具及び備品、土地等 三重県 226

建物、借地権 大阪府 12

遊休資産
土地 三重県 84

土地 和歌山県 15

賃貸資産 土地 和歌山県 43

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主に店舗を基本単位とし、賃貸資産、遊休資
産については、物件単位毎にグルーピングしております。
店舗及び賃貸資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ及び
閉鎖決定を行った資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、売却予定資産については、帳
簿価額を売却見込価額まで減額し、当該減少額（1,019百万円）を減損損失として特別損失に計上い
たしました。
減損損失の内訳は、次のとおりであります。

建物 786百万円

工具、器具及び備品 28百万円

借地権 11百万円

土地 180百万円

その他 13百万円

計 1,019百万円

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しております。正
味売却価額は、主として不動産鑑定評価額又は路線価及び固定資産税評価額を合理的に調整した価額
により算定しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローを2.2％で割り引いて算定し
ております。

Ⅳ 株主資本等変動計算書関係

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当事業年度末における自己株式の種類及び株式

普通株式 591,440株
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Ⅴ 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

（繰延税金資産）

未払事業税 49百万円

未払賞与 323百万円

商品券 180百万円

関係会社株式評価損 458百万円

資産除去債務 775百万円

減損損失 1,640百万円

その他 345百万円

繰延税金資産小計 3,773百万円

評価性引当額 △1,291百万円

繰延税金資産合計 2,481百万円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 708百万円

資産除去債務に対応する除去費用 536百万円

固定資産圧縮積立金 747百万円

特別償却準備金 5百万円

前払年金費用 373百万円

その他 38百万円

繰延税金負債合計 2,409百万円

繰延税金資産の純額 71百万円
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Ⅵ 関連当事者との取引関係

　1. 子会社及び関連会社等

種 類
会社等
の名称

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

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
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

子会社 ㈱ヒラマツ 和歌山県
和歌山市

408 スーパー
マーケット
事業

(所有)
直接100.0

役員の兼任
資金の貸付等
不動産賃貸契
約先

資金の返済

利息の受取
(注1)

店舗の賃貸等
(注2)

100

14

60

短期貸付金

―

未収入金

1,900

―

7

　
取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 短期貸付金は、グループ内の資金を効率的に運用しているものであり、貸付利息について

は、市場金利等を勘案して合理的に決定しております。

(注２) 店舗の賃貸等については、近隣の取引実勢を勘案の上決定しております。なお、賃料は３

年毎に改定を行っております。

　2. 役員及び個人主要株主等

種 類
会社等
の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

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
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員 神吉康成 ― ― 当社代表取締役
社長
日本流通産業㈱
代表取締役副社
長

(被所有)
直接0.0

― 日本流通産業㈱
からの商品仕入
(注1)

14,665 買掛金 1,217

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社

㈱大安商事
(注2)

和歌山県
和歌山市

10 損害保険代理店
業

(被所有)
直接0.4

損害保険契約
先

保険料の支払
(注3)

143 未払金 13

㈱パーティ
ハウス
(注4)

和歌山県
和歌山市

1,059 衣料品販売 (被所有)
直接2.6

役員の兼任
不動産賃貸契
約先

店舗の賃貸等
(注5)

30 未収入金 3

テナントにかか
る消化仕入
(注6)

336 未払金 18

預り保証金 45

物流の配送費
(注7)

23 未収入金 1

システム使用料
(注7)

21 未収入金 1

商品の供給
(注7)

33 売掛金 0

制服の購入等
(注8)

59 未払金 7

債務保証
(注9)

12 ― ―

㈱オー・エ
ンターテイ
メント
(注10)

大阪府
大阪市
中央区

325 書籍等の販売、
ＣＤ・ＤＶＤレ
ンタル、映画、
進学塾の経営等

(所有)
直接18.0

役員の兼任
不動産賃貸契
約先

店舗の賃貸等
(注11)

事務業務の受託等
(注12)

テナントにかか
る消化仕入
(注6)

653

10

945

未収入金

―

未払金

14

―

67

(注) 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。
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取引条件及び取引条件の決定方針等

(注１) 日本流通産業㈱との取引については、市場価格を勘案し一般的取引条件と同様に決定して

おります。

(注２) 当社代表取締役会長大桑堉嗣、当社取締役副会長大桑俊男、当社取締役大桑祥嗣及び当社

取締役大桑啓嗣のそれぞれの近親者が議決権の100％を直接所有しております。

(注３) 一般的取引条件を参考に契約により決定しております。

(注４) 当社取締役副会長大桑俊男及びその近親者が議決権の98.2％を直接所有しております。

(注５) 店舗の賃貸等については、近隣の取引実勢を勘案の上決定しております。なお、賃料は３

年毎に改定を行っております。

(注６) ㈱パーティハウス及び㈱オー・エンターテイメントからのテナントにかかる消化仕入につ

いては、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。

(注７) 物流の配送費、システム使用料、商品の供給等については、一般的取引条件を参考に契約

により決定しております。

(注８) 制服の購入等については、市場価格を勘案して当社の希望価格を提示し、交渉の上決定し

ております。

(注９) 日本流通産業㈱に対して買掛金の保証を行ったものであります。なお、債務保証に対して

保証料 (67千円) を収受しております。また、担保の提供は受けておりません。

(注10) 当社取締役大桑啓嗣及びその近親者が議決権の82.0％を間接所有しております。

(注11) 店舗の賃貸等については、近隣の取引実勢を勘案の上決定しております。なお、賃料は２

～３年毎に改定を行っております。

(注12) 事務業務の受託等については、一般的取引条件を参考に契約により決定しております。

Ⅶ 一株当たり情報関係

1. １株当たり純資産額 1,730円56銭

2. １株当たり当期純利益 19円12銭

Ⅷ 重要な後発事象関係

該当事項はありません。
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連結注記表

Ⅰ 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等

1. 連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 ㈱オークフーズ、㈱ヒラマツ

(2)非連結子会社の数 ４社

主要な非連結子会社の名称 ㈱リテールバックオフィスサポート
(連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1)持分法を適用した非連結子会社の数 　３社

持分法を適用した非連結子会社の名称 　㈱リテールバックオフィスサポート
　㈱サンライズ
　㈲マミー

持分法を適用した関連会社の数 　１社

持分法を適用した関連会社の名称 　㈱オー・エンターテイメント

(2)持分法を適用しない非連結子会社の数 　１社

持分法を適用しない非連結子会社の名称 　和歌山大同青果㈱
(持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及

ぼす影響は軽微であり、かつ全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持

分法の適用から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

　時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産

売価還元法による原価法によっております。但し、物流センター在庫等は、最終仕入原価法に
基づく原価法によっております。なお、貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿
価切下げの方法により算定しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建 物 及 び 構 築 物 ３～47年

機械装置及び運搬具 ４～17年

工具、器具及び備品 ２～10年
② 無形固定資産（リース資産を除く）及び長期前払費用

定額法によっております。但し、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

ポイント引当金

ポイントカードにより顧客に付与されたポイントの使用に備えるため、当連結会計年度末におい

て将来使用されると見込まれる額を計上しております。

（追加情報）

ポイント管理システムの変更及びポイントカード会員規約の変更に伴い、当連結会計年度末より

使用実績率が把握できるようになり、将来使用されると見込まれる額を合理的に見積ることが可

能となったことから、当連結会計年度よりポイント引当金を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方

法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。

(5) 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、税抜方式によっております。

5. 会計方針の変更

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成

27年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給

付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて、当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び

勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準

へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引

率から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使

用する方法へ変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っ

て、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を

利益剰余金に加減しております。

　この結果、当連結会計年度の期首において、退職給付に係る資産が322百万円、利益剰余金が208

百万円それぞれ減少しております。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益に与える影響は軽微であります。

　なお、１株当たり情報に与える影響は軽微であります。
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Ⅱ 連結貸借対照表関係

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 102,446百万円

3. 担保に供している資産及び担保に係る債務
　(1) 担保に供している資産

現金及び預金(定期預金) 5百万円

建 物 及 び 構 築 物 884百万円

土 地 2,701百万円
　(2) 担保に係る債務

買 掛 金 0百万円

預 り 保 証 金 57百万円

4. 保証債務

借入債務等に関する保証 483百万円

仕入債務等に関する保証 12百万円
　

Ⅲ 連結損益計算書関係

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

用 途 種 類 場 所 金 額
（百万円）

店 舗

建物及び構築物、工具、器具及び備品、借地権等 和歌山県 527

建物及び構築物、工具、器具及び備品等 愛知県 108

建物及び構築物、工具、器具及び備品、土地等 三重県 247

建物及び構築物、借地権 大阪府 12

遊休資産
土地 三重県 84

土地 和歌山県 15

賃貸資産 土地 和歌山県 43

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主に店舗を基本単位とし、賃貸資
産、遊休資産については、物件単位毎にグルーピングしております。
店舗及び賃貸資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産グループ及び
閉鎖決定を行った資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、売却予定資産については、帳
簿価額を売却見込価額まで減額し、当該減少額（1,040百万円）を減損損失として特別損失に計上い
たしました。
減損損失の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 810百万円

工具、器具及び備品 29百万円

借地権 11百万円

土地 180百万円

その他 8百万円

計 1,040百万円

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しております。正
味売却価額は、主として不動産鑑定評価額又は路線価及び固定資産税評価額を合理的に調整した価額
により算定しております。また、使用価値は、将来キャッシュ・フローを2.2％で割り引いて算定し
ております。
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Ⅳ 連結株主資本等変動計算書関係

　1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

　2. 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式（株） 45,237,297 ― ― 45,237,297

　3. 新株予約権の目的となる株式の数

当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　 普通株式 27,700 株

（注）当連結会計年度末日において、権利行使期間の初日は到来しておりますが、他の権利行使条件

を満たしておりません。

　4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成27年５月15日

定時株主総会
普通株式 580 13.00 平成27年２月20日 平成27年５月18日

平成27年10月５日

取締役会
普通株式 580 13.00 平成27年８月20日 平成27年10月23日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成28年５月18日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 580 13.00 平成28年２月20日 平成28年５月19日

　

Ⅴ 金融商品関係

　1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、店舗の新規出店及び改装等に必要な資金を設備投資計画に照らして、自己資金、

金融機関からの借入及びリースにより調達しております。

一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達し

ております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、主にクレジット会社に対するものであり、一般顧客に対す

るものとともに信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されて

おります。

差入保証金は、主に土地、建物の賃借に伴い預託したものであり、差入先の信用リスクに晒されて

おります。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが２か月以内の支払期日であります。

短期借入金は、主に運転資金に係るものであり、一部は金利の変動リスクに晒されております。

長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係るものであり、

長期借入金及びリース債務は固定金利のため、金利の変動リスクはございません。

預り保証金は、土地、建物の賃貸に伴い預託されたものであります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

受取手形及び売掛金、差入保証金については、取引先ごとの期日管理及び残高管理により回収懸

念債権の発生の早期把握を行い、所轄部署において速やかな対応を行うことでリスク低減を図っ

ております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との

関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
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③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとと

もに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。

当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。

　2. 金融商品の時価等に関する事項

平成28年２月20日における連結貸借対照表計上額、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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注）2．参

照)。

(単位：百万円)

連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額

時 価 差 額

(1) 現金及び預金 9,940 9,940 ―

(2) 受取手形及び売掛金 2,632 2,632 ―

(3) 投資有価証券

　 その他有価証券 6,526 6,526 ―

(4) 差入保証金 1,334 1,309 △25

資産計 20,433 20,408 △25

(5) 買掛金 13,562 13,562 ―

(6) 短期借入金 6,660 6,660 ―

(7) 長期借入金 (※) 12,569 12,707 138

(8) リース債務 (※) 3,814 3,813 △1

(9) 預り保証金 1,102 1,100 △1

負債計 37,709 37,844 135

※ 流動負債を含んでおります。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

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。

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価は、取引所の価格によっております。

(4) 差入保証金

差入保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応するリスクフリー・レートで割り引い

た現在価値によっております。

負 債

(5) 買掛金、(6) 短期借入金

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。

(7) 長期借入金、（8）リース債務

これらは、元利金の合計額を新規に同様の借入及びリース取引等を行った場合に想定される利率で割り

引いて算定する方法によっております。

(9) 預り保証金

預り保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応するリスクフリー・レートで割り引い

た現在価値によっております。
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(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

区 分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 （※１） 57

関係会社株式 （※１） 475

差入保証金 （※２） 6,671

預り保証金 （※２） 3,385

(※１) 非上場株式、関係会社株式については、市場価格はなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

るものであるため、「(3）投資有価証券」には含めておりません。

(※２) 差入保証金、預り保証金の一部については、返還期間の見積りが困難であり、時価を把握することが極

めて困難と認められるものであるため、「(4）差入保証金」、「(9) 預り保証金」には含めておりません。

Ⅵ 一株当たり情報関係

1. １株当たり純資産額 1,734円45銭

2. １株当たり当期純利益 18円05銭

Ⅶ 重要な後発事象関係

該当事項はありません。
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