
貸 借 対 照 表

平成３０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 5,012,159,507 　流動負債 1,193,262,598

　現金及び預金 3,552,708,495 　買掛金 438,766,988

　売掛金 868,792,500 　リース債務 189,021,170

　有価証券 300,000,000 　未払金 112,858,899

　仕掛品 66,063,690 　未払費用 95,627,927

　貯蔵品 455,641 　未払法人税等 38,861,100

　前払費用 137,890,333 　未払事業所税 7,726,200

　未収金 3,040,959 　未払消費税等 64,985,095

　仮払金 740,000 　前受金 9,828,000

　繰延税金資産 86,646,587 　預り金 20,895,852

　貸倒引当金 -4,178,698 　仮受金 237,600

　賞与引当金 206,073,767

　役員賞与引当金 8,380,000

　固定資産 3,026,464,608 　固定負債 820,681,191

　有形固定資産 1,565,634,462 　リース債務 213,422,191

　　建物 241,345,217 　退職給付引当金 607,259,000

　　機械及び装置 550,256,531

　　車輌運搬具 12,820 　負債合計 2,013,943,789

　　工具器具備品 68,174,933 　

　　リース資産 705,844,961 　(純資産の部)

　株主資本 6,024,680,326

　無形固定資産 26,385,117

　　電話加入権 1,207,360 　　資本金 453,000,000

　　ソフトウェア 25,177,757

　　資本剰余金 24,352,132

　投資その他の資産 1,434,445,029 　　　資本準備金 24,352,132

　　関係会社株式 239,555,680

　　投資有価証券 566,228,510 　　利益剰余金 5,582,328,194

　　長期貸付金 12,459,000 　　　利益準備金 46,561,000

　　保証金 224,389,754 　　　その他利益剰余金 5,535,767,194

　　保険積立金 204,353,086 　　　(内、当期純利益) ( 322,369,448 )

　　破産・更生債権等 5,406,432

　　繰延税金資産 187,518,715 　　自己株式 -35,000,000

　　貸倒引当金 -5,466,148

　純資産合計 6,024,680,326

　資産合計 8,038,624,115 　負債・純資産合計 8,038,624,115



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、17,013,351円である。

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   290,714,479円

仕入高 2,297,324,006円

販売費及び一般管理費    12,704,650円

営業以外の取引高    37,925,870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２９年６月２２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２９年３月３１日

効力発生日 平成２９年６月２３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３０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。

(438,766,988)

(189,021,170) (189,021,170) 0

(213,422,191) (213,422,191) 0

(438,766,988) 0

12,459,000 12,459,000 0

224,389,754 224,389,754 0

5,406,432 5,406,432 0

3,870,000 3,870,000 0

866,228,510 866,228,510 0

235,685,680 235,685,680 0

3,552,708,495 3,552,708,495 0

868,792,500 868,792,500 0

700 - - 700

貸借対照表計上額 時価 差額

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



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  206,073,767円

未払事業税   18,102,500円

未払費用（法定福利費）   31,441,854円

その他   27,355,724円

 282,973,845円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金  607,259,000円

その他    5,146,998円

 612,405,998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  720,655円54銭

（2） １株当たり当期純利益   38,560円94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8,360

322,369,448

322,369,448


