
貸 借 対 照 表

平成２９年３月３１日現在

 　　　　(単位:円)

科　　目 　金　　額 科　　目 　金　　額

　(資産の部) 　 　(負債の部)

　流動資産 4,998,484,970 　流動負債 1,269,730,666

　現金及び預金 3,389,721,659 　買掛金 483,157,928

　売掛金 987,570,111 　リース債務 203,797,995

　有価証券 300,000,000 　未払金 28,419,314

　仕掛品 71,795,960 　未払費用 89,878,135

　貯蔵品 522,050 　未払法人税等 182,862,800

　前払費用 154,774,538 　未払事業所税 7,577,700

　未収金 4,982,942 　未払消費税等 47,323,762

　仮払金 1,754,930 　前受金 1,620,000

　繰延税金資産 92,224,305 　預り金 20,312,223

　貸倒引当金 -4,861,525 　仮受金 9,207

　賞与引当金 196,196,602

　役員賞与引当金 8,575,000

　固定資産 3,275,422,100 　固定負債 998,838,361

　有形固定資産 1,767,097,536 　リース債務 402,443,361

　　建物 281,687,908 　退職給付引当金 596,395,000

　　機械及び装置 580,729,826

　　車輌運搬具 1,016,326 　負債合計 2,268,569,027

　　工具器具備品 74,022,074 　

　　リース資産 829,641,402 　(純資産の部)

　株主資本 5,723,210,878

　無形固定資産 30,399,664

　　電話加入権 1,207,360 　　資本金 453,000,000

　　ソフトウェア 29,192,304

　　資本剰余金 24,352,132

　投資その他の資産 1,477,924,900 　　　資本準備金 24,352,132

　　関係会社株式 657,035,680

　　投資有価証券 317,597,510 　　利益剰余金 5,280,858,746

　　長期貸付金 14,988,000 　　　利益準備金 44,471,000

　　保証金 226,293,600 　　　その他利益剰余金 5,236,387,746

　　保険積立金 198,714,359 　　　(内、当期純利益) ( 471,044,421 )

　　破産・更生債権等 4,380,000

　　繰延税金資産 61,629,162 　　自己株式 -35,000,000

　　貸倒引当金 -2,713,411

　評価・換算差額等 282,127,165

　　その他有価証券評価差額金 282,127,165

　純資産合計 6,005,338,043

　資産合計 8,273,907,070 　負債・純資産合計 8,273,907,070



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）有価証券の評価基準及び評価方法

○子会社株式及び関連会社株式は移動平均法による原価法によっている。

○その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格に基づく時価法（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

により算定している）　

時価のないもの

移動平均法による原価法

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品 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）

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（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）

（3）固定資産の減価償却の方法

○有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっている。なお、耐用年数と残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

ただし、平成１０年４月１日以降取得の建物（建物附属設備は除く）の償却方法は定額法によっている。

○無形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっている。なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）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いる。

○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を採用している。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成２０年３月３１日以前のリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっている。

（4）引当金の計上基準

○貸倒引当金

売掛金、貸付金等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いる。

○賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき計上している。

○役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額に基づき計上している。

○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の見込額に基づき、当事業年度末において発生して

いると認められる額を計上している。

なお、数理計算上の差異については、発生年度に費用処理することとしている。

（5）消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

２.貸借対照表に関する注記
（1）関係会社に対する短期金銭債権は、25,823,046円である。

（2）関係会社株式には株式消費貸借契約に基づく貸付投資有価証券198,800,000円が含まれている。

３.損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高

売上高 249,976,180円

仕入高  2,471,508,003円

販売費及び一般管理費   4,910,000円

営業以外の取引高  37,097,856円

（2）退職給付費用

退職給付費用は、人件費比率に基づき事業費と販売費及び一般管理費に計上している。



４.株主資本等変動計算書に関する注記
（1）事業年度末日における発行済株式及び自己株式に関する事項

発行済株式

普通株式㈱

自己株式

普通株式㈱

（2）事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成２８年６月２３日の定時株主総会において次の通り決議した。

配当金の総額         20,900,000円

１株あたり配当金              2,500円

基準日 平成２８年３月３１日

効力発生日 平成２８年６月２４日

５.金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項

当社は資金運用または資金調達については基本的に稟議決済を以って行っている。

また、受取手形、売掛金に係る顧客の信用リスクは与信管理規定に沿ってリスク低減を図っている。また、投資有価証券は

主として株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っている。

（2）金融商品の時価等に関する事項

平成２９年３月３１日現在の貸借対照表計上額と時価との差額は次の通りである。

（1） 現金及び預金

（2） 売掛金

（3） 有価証券及び投資有価証券

      子会社株式

      関連会社株式

      その他の有価証券

（4） 長期貸付金

（5） 保証金

（6） 破産更生債権等

（7） 買掛金

（9） リース債務　流動

（10）リース債務　固定

（注）負債に計上されているものについては、（　　）で表示している。

金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（1）現金及び預金、（2）売掛金について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いる。

（3）有価証券及び投資有価証券のうち上場株式については取引所の価格によっている。その他のものについては

時価の算定が困難であるため当該帳簿価額によっている。

（4）長期貸付金、（5）保証金、（6）破産更生債権等については時価の算定が困難であるため

当該帳簿価額によっている。

（7）買掛金、（9）リース債務　流動について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、

当該帳簿価額としている。

（8）短期借入金については市場金利に連動した変動金利によっており、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっている。

（10）リース債務　固定については時価の算定が困難であるため当該帳簿価額としている。

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

9,060 - - 9,060

700 - - 700

貸借対照表計上額 時価 差額

3,389,721,659 3,389,721,659 0

987,570,111 987,570,111 0

235,685,680 235,685,680 0

4,380,000 0

421,350,000 421,350,000 0

617,597,510 617,597,510 0

(483,157,928) 0

14,988,000 14,988,000 0

226,293,600 226,293,600 0

4,380,000

(483,157,928)

(203,797,995) (203,797,995) 0

(402,443,361) (402,443,361) 0



６.税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

賞与引当金  196,196,602円

未払事業税   30,772,400円

未払費用（法定福利費）   29,260,524円

その他   42,617,877円

 298,847,403円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金  596,395,000円

その他   16,126,278円

 612,521,278円

７.１株当たり情報に関する注記
（1） １株当たり純資産額  718,341円87銭

（2） １株当たり当期純利益   56,345円03銭

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎

当期純利益 円

普通株主に帰属しない金額           - 円

普通株式に係る当期純利益 円

普通株式の期中平均株式数 株

471,044,421

8,360

471,044,421


