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個 別 注 記 表 
 

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 

① 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

・時価のあるもの       決E A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）を採用しております。 

・時価のないもの       移動平均法による原価法を採用しております。 

② デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

デリバティブ        時価法を採用しております。 

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

A商品・仕掛品        主E Aとして個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。 

 

(2) 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） 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
A建 物              E A   ３～15年 
A工具、器具及び備品              E A   ３～15年 

② 無形固定資産 

（リース資産を除く） 

自社利用ソフトウエアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法によっており

ます。 

③ 賃 貸用資 産             

・所有権移転外ファイナンス・E A リ

ース取引に係るリース資産 

 

リース期間を償却期間とする定額法を採用しております。なお、平成19年３月31日以前に

取得した賃貸用資産について、有形固定資産についてはリース期間を耐用年数とする定率

法、無形固定資産についてはリース期間を耐用年数とする定額法を採用しております。 

・レンタル資産 見積貸与期間を償却年数とし、当該期間内に定額償却する方法を採用しております。 

 

(3) 引当金の計上基準 
A貸倒引当金              E 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。 

 

(4) 収益及び費用の計上基準 

ファイナンス・リース取引に係

る収益の計上基準 

リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。 

 

 

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理      消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
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２．貸借対照表に関する注記 

(1) 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 50,000千円 

② 担保に係る債務 １年内返済予定の長期借入金 40,800千円 

 長期借入金 6,200千円 

 

(2) 減価償却累計額 

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。 

 

(3) A当座貸越契約              E A        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。

これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 当座貸越極度額の総額 100,000千円  

 差引額 100,000千円  

 

(4) A財務制限条項              E A        当社は、金融機関数社とシンジケートローン契約を締結しております。当該契約による借入及び取

引銀行１行との借入については、一定の財務制限条項が付されており、これらの条件に抵触した

場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。 

 １年以内返済予定の長期借入金 168,684千円  

 長期借入金 560,628千円  

 合計 729,312千円  

 

 

３．株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数 

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 

普 通 株 式 1,470,000株 ― ― 1,470,000株 

 

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数 

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数 

普 通 株 式 97,578株 ― ― 97,578株 

 

(3) 当事業年度末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数 

目的となる株式の種類 普通株式 

目的となる株式の数 347,400株 
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４．金融商品に関する注記 

(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 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主として銀行借入による方針です。投機目

的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。 

 
② 金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引で資産に計上しているリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。 

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。株式は市場価格の変動リスクに晒されてお

ります。また、取引先企業及び従業員等に対し長期貸付を行なっております。 

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。 

借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期間は最長で決算日後５年であります。 

 
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 

当社は、営業債権、リース投資資産及び長期貸付金について、各部門における担当者が主要な取引先の状況を定期的にモ

ニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を

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、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。 

借入金については、担当部門における責任者が支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を

図っております。 

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、手許流動性の維持などによ

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、市場価格の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。 

 

⑤ 信用リスクの集中 

当事業年度の決算日現在における営業債権のうち、85.5％が特定の大口顧客に対するものであります。 
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(2) 金融商品の時価等に関する事項 

平成 30 年５月 31 日における貸借対照表計上額、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。 

   （単位：千円）  

 貸借対照表計上額 時価 差額 

①現金及び預金 247,866 247,866 ― 

②売掛金 498,572 498,572 ― 

③リース投資資産 748,634 714,946 △33,688 

④仮払金 347,415   

貸倒引当金（※１） △225,676   

 121,738 121,738 ― 

⑤投資有価証券 1,162 1,162 ― 

⑥長期貸付金 90,306   

貸倒引当金（※２） △30,000   

 60,306 55,244 △5,061 

資産計 1,678,281 1,639,531 △38,750 

①買掛金 231,455 231,455 ― 

②未払金 63,583 63,583 ― 

③長期借入金 783,772 790,755 6,983 

負債計 1,078,810 1,085,793 6,983 

（※１）仮払金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

（※２）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。 

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

U資 産 

①現金及び預金、並びに②売掛金、④仮払金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

また、回収可能性に懸念があるものについては、回収不能見込額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日

における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。 

③リース投資資産 

リース投資資産の時価については、リース料債権部分の合計額を国債の金利と信用リスクを勘案し合理的に見積もられる

利率で割り引いて算定する方法によっております。 

⑤投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、以下のとおりです。 

    （単位：千円）  

 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額 

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 1,162 1,036 126 

合計 1,162 1,036 126 

 

⑥長期貸付金 

これらの時価について、元利金の合計額を国債の金利と信用リスクを勘案し、合理的に見積もられる利率で割り引いて算

定する方法によっております。なお、長期貸付金には、１年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。 

 

U負 債 

①買掛金及び②未払金 

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 

③長期借入金 

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定し

ております。なお、長期借入金には、１年内返済予定の借入金を含んでおります。 
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（注）２．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 

    （単位：千円）  

 １年以内 １年超５年以内 ５年超 10 年以内 10 年超 

現金及び預金 247,866 ― ― ― 

売掛金 498,572 ― ― ― 

リース投資資産 143,213 505,323 100,098 ― 

仮払金 347,415 ― ― ― 

長期貸付金 306 2,816 64,756 22,426 

合計 1,237,373 508,139 164,855 22,426 

 

（注）３．短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額 

      （単位：千円）  

 １年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超 

長期借入金 216,944 171,592 138,736 128,700 127,800 ― 

合計 216,944 171,592 138,736 128,700 127,800 ― 

 

 

５．税効果会計に関する注記 

(1) 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   

 貸倒引当金繰入超過額 80,210千円  

 減価償却超過額 7,423千円  

 未払事業税 3,688千円  

 未払賞与否認 7,275千円  

 未払社会保険料否認 959千円  

 未払金 531千円  

  投資有価証券評価損否認 1,531千円  

 繰延税金資産小計 101,619千円  

 評価性引当額 △101,619千円  

 繰延税金資産計 ―  

 繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △38千円  

 繰延税金負債計 △38千円  

 繰延税金資産の純額 ―  

 繰延税金負債の純額 △38千円  

 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である為、注記を省略して

おります。 
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