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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 

       その他有価証券 

        時価のないもの 

         移動平均法による原価法 

 

     ②たな卸資産 

       製品・仕掛品・・・総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法) 

       原  材  料・・・総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法) 

       貯   蔵   品 ・・・最終仕入原価法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法) 

       

（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 

ただし、1998年４月 1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに 2016年 4月 1日以

降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっています。 

 主な耐用年数 

建物及び構築物    38年 

  機械装置及び運搬具  ９年 

 

     ②無形固定資産(リース資産を除く) 

      定額法 

ただし、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

法によっています。 

   

     ③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います。 

   

（３）引当金の計上基準 

      ①貸倒引当金 

  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、貸倒実績率による計算額を、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検討し回収不能見込額を計上しています。 

     

 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、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います。 

      2 . 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異は、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、翌事業年度から費用処理しています。 

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、発生事業年度から費用処理しています。 

 

         ③環境対策引当金 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」によって処理することが

義務付けられているＰＣＢ廃棄物の処理に備えるため、その処理費用見込額を計上しています。 
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  2．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（１）ヘッジ会計の方法 

     ①ヘッジ会計の方法 

     先物為替予約を行っており、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処

理を採用しています。 

     ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

       ヘッジ手段・・・為替予約 

       ヘッジ対象・・・外貨建金銭債権債務 

     ③ヘッジ方針 

       内規に基づき、為替変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っています。 

     ④ヘッジの有効性評価の方法 

       リスク管理方針に従って、為替予約を振当処理しているため、当事業年度年度末における有効

性の評価を省略しています。 

 

（２）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、税抜方式を採用しています。 

   

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 

   定期預金                         900,000千円 

     建物                             136,383千円 

土地                             602,516千円 

 

 (2)担保に係る債務 

   短期借入金                       1,500,000千円 

 

２．当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりです。 

   当座貸越極度額     2,000,000千円 

   借入実行残高      1,650,000千円 

        差引額           350,000千円 

 

３．有形固定資産の減価償却累計額     17,823,207千円 

   なお、減価償却累計額には減損損失累計額が含まれています。 

４．当事業年度末日は金融機関の休業日ですが、手形は満期日に決済が行われたものとして処理しています。

当事業年度末日を満期日とする手形は次のとおりです。 

        受 取 手 形                         23,103千円 

 

５. その他 

     当社は、コンデンサ製品の取引に関して、中国等の当局による調査を受けています。また、米国及び

カナダにおいて、当社を含む複数の日本企業等を相手取り、集団訴訟が提起されています。 

独占禁止法に関連するこれらの調査・訴訟等に伴い発生する費用は将来も発生すると予測されますが、

既に計上した費用を除いて、それらの費用を現時点で合理的に見積ることは困難です。 

  

損益計算書に関する注記 

１．独占禁止法等関連損失 

課徴金等         466,927千円            

弁護士報酬等       175,350千円 

       合計           642,277千円 

 

２． 関係会社との取引高 

①営業取引          255,444千円 

②営業取引以外の取引      2,215千円 
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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しています。 

場所 用途 種類 金額（千円） 

本社第二工場 

（豊中市） 
遊休 土地・建物 32,304 

島根工場 

（島根県出雲市） 

建物 建物 1,622 

構築物 構築物 110 

製造設備 機械装置 172 

合計 34,210 

・当社は、工場をキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、資産のグルーピングをしています。 

   ・本社第二工場は現在遊休状態で、売却が決定している為、回収可能価額迄、減損損失として計上して

います。なお、回収可能価額は正味売却可能価額によっており、備忘価額をもって評価しています。 

・島根工場は、採算の低迷が続いており、将来キャッシュ・フローを検討の結果、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しています。 

  

  

株主資本等変動計算書に関する注記 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 2,572,000 ─ ─ 2,572,000 

  （変動事由の概要） 

    変動なし 

 

2．自己株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 1,453 253 ─ 1,706 

  （変動事由の概要） 

    増加数の内訳は、次のとおりです。単元未満株式の買取請求による増加          253株 

 

3．配当に関する事項 

    当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

4.当該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 

 該当事項はありません。 
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税効果会計に関する注記 

１．繰延税金資産 

   従業員賞与損金算入限度超過額           26,566千円 

      退職給付引当金繰入限度超過額          169,633千円 

   減損損失                     306,754千円 

   独占禁止法等関連損失                84,907千円 

   繰越欠損金                  1,379,394千円 

   その他                      58,944千円 

  繰延税金資産小計                2,026,199千円 

   評価性引当額                 △2,026,199千円 

  繰延税金資産合計                       － 千円 

 

２．繰延税金負債 

    退職給付信託設定益               △99,829千円 

  繰延税金負債合計                  △99,829千円 

  繰延税金負債の純額               △99,829千円 

 

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、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達

しております。 

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理に関する規定に沿ってリスク低減を図って

おります。 

借入金の使途は運転資金です。なお、デリバティブ取引は内規に従い、実需の範囲で行うこととして

おります。 

 

2 ．金融商品の時価等に関する事項 

2019年 3月 31日（当期の決算日）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） 

(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

（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 

(1) 現金及び預金、(2)受取手形（3）電子記録債権 、並びに(4)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。 

(5) 支払手形（6）買掛金、並びに(7)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。 

   (8)一年以内返済予定長期借入金(9)長期借入金 

     これら変動金利によるものは、短期内での市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似し

ていると考えられるため、当該帳簿価額によっております。 

貸借対照表
計上額(*)

時価(*) 差額

(1) 現金及び預金 1,431,514 1,431,514 ―

(2) 受取手形 109,437 109,437 ―

(3) 電子記録債権 324,871 324,871 ―

(4) 売掛金 785,221 785,221 ―

(5) 支払手形 (189,444) (189,444) ―

(6) 買掛金 (317,872) (317,872) ―

(7) 短期借入金 (1,650,000) (1,650,000) ―

(8) 一年以内返済予定長期借入金 (16,008) (16,008) ―

(9) 長期借入金 (108,656) (108,656) ―

(10) デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているもの） (27) (27) ―
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(10) デリバティブ取引 

為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております（上記(4)参照）。 

 

（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。 

区分 貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式 

 投資有価証券 
15,000 

 

（注３）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 

  1年以内（千円） 

現金及び預金 

受取手形 

電子記録債権 

売掛金 

1,431,514 

109,437 

324,871 

785,221 

合計 2,651,045 

 

（注４） 長期借入金の決算日後の返済予定額 

  1年以内 

（千円） 

１年超 

2年以内 

（千円） 

2年超 

3年以内 

（千円） 

３年超 

４年以内 

（千円） 

4年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

（千円） 

長期借入金 16,008 21,839 26,004 26,004 20,628 14,181 

合計 16,008 21,839 26,004 26,004 20,628 14,181 

 

関連当事者との取引に関する注記 

 子会社等 

属性 会社名 

議決権

等の所

有割合 

関係内容 

取引の内容 

取引金額

（千円） 

(※2) 

科目 
期末残高 

（千円） 役員の兼

任等 

事業上

の関係 

子会社 
島根松尾電子

㈱ 

直接 

100% 

 

役員３名 

 

 

当社 

仕入先 

商品仕入(※1) 

債権放棄 

受取利息 

255,444 

254,196 

2,215 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

 

(注)上記金額には消費税等は含まれていません。 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 ※1 一般的な市場価格等を参考に決定しています。 

 ※2 当社は2019年3月1日付けで、島根松尾電子（株）を吸収合併しました。このため取引金額は、関

連当事者であった期間の取引額を記載しております。 

 

1株当たり情報に関する注記 

 １．１株当たり純資産額                  683円83銭 

  ２．１株当たり当期純損失                 △251円84銭 

 

その他 

 企業結合に関する注記 

   当社は、2018年11月14日開催の取締役会において、当社の子会社であった島根松尾電子株式会社を吸

収合併することを決定し、2019年3月1日付けで合併いたしました。 

(1) 取引の概要 

①結合当事企業の名称   松尾電機株式会社 
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 事業の内容       コンデンサ・回路保護素子の製造販売 

 被結合企業の名称    島根松尾電子株式会社 

 事業の内容       フィルムコンデンサ・回路保護素子の製造 

②企業結合日 

 2019年3月1日 

③企業結合の方式 

 松尾電機株式会社を存続会社とする吸収合併方式 

④結合後の企業の名称 

 松尾電機株式会社 

⑤その他取引の概要に関する事項 

 本結合は、当社の回路保護素子事業全般及びフィルムコンデンサ事業に関する意思決定の迅速化を目的

としております。 

 

(2) 実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基

づき、共通支配下の取引として処理しております。 

 

以上 

 


