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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要 

１．業務の適正を確保するための体制 

当社は、取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を次のとおり決議

しております。 

(1) 当社グループの取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制（コンプライアンス体制） 

① 当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という）は、法令、社会規範を遵守、道徳・

倫理に基づいた行動を徹底し、コンプライアンスに根差した公正で誠実な経営を実践する。

このために、当社は、当社取締役を当社グループのコンプライアンス担当役員とし、関係

規程を定めて当社グループのコンプライアンスの推進をはかる。当社グループのコンプラ

イアンスの状況は、コンプライアンス担当役員から当社取締役会に報告される。 

② 当社グループの役員及び使用人は、行動規範を定めた｢コンプライアンスカード｣及び｢コ

ンプライアンスハンドブック｣を常に参照し、自らの行動がコンプライアンスに沿ったもの

であるかを常に確認し行動する。 

③ 当社グループの役員及び使用人が、法令違反や社内規程違反を含む不正行為等について

直接通報できる窓口を設け、この内部通報制度により不正行為等の早期発見と是正を通じ

たコンプライアンスの強化を行う。また、当社グループは、内部通報をしたものに対して

当該行為を理由として不利益な取り扱いを行わない。 

④ 当社内に内部監査部門を設置し、当社グループの業務執行及びコンプライアンスの状況

について監査を実施する。 

(2) 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する体制（情報管理体制） 

① 当社の取締役の職務執行に係る情報は、「情報資産管理規程」等の社内規程に定めるとこ

ろにより、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理を行う。 

② 取締役及び監査役は、適時前項の情報を閲覧できるものとする。  

(3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制（リスク管理体制） 

① 当社グループは、当社グループ全体のリスクを適切に認識し管理するための規程として

「リスク管理規程」を定め、経営方針の実現を阻害する全ての要因をリスクとして把握・

評価し、必要な対策を講じる。 

② リスクが顕在化した場合には、適切かつ迅速な対応を行い、損害及び影響を最小限に抑

える体制を整える。 

(4) 当社取締役の職務執行が効率的に行われることを確保する体制（効率的職務執行体制） 

① 当社は定時取締役会を原則、月１回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 

② 当社は「取締役会運営規程」により取締役会の適切かつ円滑な運営を図ると共に、社外

取締役の参加により経営の透明性と健全性の維持に努める。 

③ 当社グループは、「組織管理規程」｢職務権限規程｣に定める職務権限及び意思決定ルール

により、適正かつ効率的に職務の執行を行う。 
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(5) 当社グループにおける業務の適正を確保する体制（グループ内部統制体制） 

① 当社グループの内部統制の整備及び運用状況を監督する組織として、当社取締役を委員

⾧とする内部統制委員会を設置し、内部統制委員会は、当社グループ横断的に内部統制の

整備運用状況について確認評価を行い、定期的に取締役会に報告する。 

② 当社グループ各社の代表取締役及び業務担当取締役は、内部統制責任者として、管掌す

る会社及び組織機構が適切な内部統制システムの整備運用を行い、その状況を内部統制委

員会に報告する。 

③ 当社の内部監査部門は、当社グループにおける内部監査を実施し、当社グループの業務

全般にわたる内部統制の有効性と妥当性の確保に努める。 

④ 当社子会社が当社に対し事前承認を求める、または報告すべき事項を定めた「関係会社

管理規程」を定め、当社取締役会の付議基準とあわせ、各社の経営上の重要事項について

は、当社取締役会・経営会議もしくは当該子会社を担当する当社取締役の事前承認または

これらへの報告を義務付ける。 

(6) 当社の監査役監査の実効性を確保するための体制（実効的監査体制） 

① 当社監査役から要請があった場合、当社グループはその職務を補助するために必要な監

査役スタッフを配置する。 

② 監査役スタッフは、当社監査役の職務を補助するに際しては、当社監査役の指揮命令に

のみ従うものとし、その選任、異動、人事考課については当社監査役会の意見を聴取し、

尊重する。 

③ 当社監査役は、必要に応じて経営会議等重要な会議に出席し、報告を受ける。 

④ 当社グループの役員及び使用人は、当社監査役に対して、経営、業績に影響を及ぼす重

要な事項について報告する。また、当社監査役は、必要に応じ随時、当社グループの役員

及び使用人に対し報告を求めることができる。また、当社グループは、これらの報告をし

たものに対して当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行わない。 

⑤ 当社監査役の職務の執行に必要な費用について請求があった場合、速やかに前払い又は

償還に応ずる。 

⑥ 当社監査役は、当社グループの監査役、会計監査人、及び内部監査部門と、定例及び随

時の情報交換・意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上を図る。 

 

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

当社は、上記方針に基づいて、内部統制システムの整備とその適切な運用に努めております。 

当期において実施いたしました主な取り組みは以下のとおりです。 

(1) 内部統制システム全般についての取り組み 

内部統制規程に基づき、当期は内部統制委員会を２回開催し、その中で当社グループの

各社・各部門から報告を受け、内部統制システムの運用状況を確認しました。 

 

(2) コンプライアンスに関する取り組み 

当期は、コンプライアンス意識向上の取り組みとして、各部門においてコンプライアン
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ス推進責任者を中心に 5~9 名でのグループディスカッションを行いました。実施後は、推

進責任者から報告を受けるとともに全参加者にアンケートを行い、フィードバックを得ま

した。継続的に実施すべきとの意見が多かったため、今後もグループディスカッションを

取り入れた推進活動を行う予定です。 

また、コンプライアンスや内部通報制度についての周知活動を e-Learning や外部研修を

利用して継続して行っております。 

当期において、重大な法令違反等にかかわる通報案件はありませんでした。 

(3) リスクと危機の管理に関する取り組み 

リスク管理規程に基づき、各部門においてリスクの洗い出し・評価を行い、対策を立案

しました。その取り組みに関し、内部統制責任者、内部統制委員会に報告しました。 

(4) 子会社管理に関する取り組み 

「関係会社管理規程」に基づき、子会社から当社に対し、付議・報告がなされています。

また、子会社の業務内容については、取締役会、経営会議にて重要な業務執行状況を把握

し監督しております。 

子会社の取締役を内部統制責任者とし、内部統制委員会において報告を行い、内部統制

委員会が各子会社の内部統制システムの整備・運用の監督を行いました。 

グループ監査室は、子会社の内部監査も実施しております。 

(5) 監査役監査に関する取り組み 

監査役は、全員が取締役会・経営会議に出席し、経営意思決定プロセスや内部統制の整

備及び運用状況等を監査し、必要により意見表明を行っております。 

常勤監査役は、内部統制委員会及びその他重要会議に出席し、重要な決裁書類を閲覧し、

主要子会社の経営会議等重要な会議にも出席し、往査も実施しました。これらの監査活動

を通じて得た所見を監査役会にて情報の共有行う他、必要に応じて随時監査役間で情報共

有も行いました。 

また、全監査役及び子会社の監査役、グループ監査室とグループ監査役連絡会を定期的

に開催し、意思疎通及び随時情報交換を図りました。 

グループ監査室とは、定期的及びその他必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行う

など、連携を密にして意思疎通を図り、監査の実効性と効率性の向上を図りました。 

また、会計監査人とは、会計監査人から監査計画及び四半期レビュー及び年度監査結果

の受領並びに意見交換を行いました。 
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  連結株主資本等変動計算書（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで） 

(単位：百万円)

 株主資本 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 1,000 4,411 57,441 △ 7,973 54,878 

当期変動額      

剰余金の配当   △ 1,092  △ 1,092 
親会社株主に帰属する
当期純利益   3,139  3,139 

連結範囲の変動   7  7 

自己株式の取得    △ 8,302 △ 8,302 

自己株式の処分  △ 6  83 76 
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）      

当期変動額合計 − △ 6 2,054 △ 8,219 △ 6,172 

当期末残高 1,000 4,404 59,495 △ 16,192 48,706 

 

 その他の包括利益累計額 

新株予約権 純資産合計 
 

その他有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 

損 益 

為替換算 

調整勘定 

退職給付に係る 

調整累計額 

その他の包括利益 

累計額合計 

当期首残高 146 28 △ 160 △ 144 △ 130 19 54,767 

当期変動額        

剰余金の配当       △ 1,092 
親会社株主に帰属する
当期純利益       3,139 

連結範囲の変動       7 

自己株式の取得       △ 8,302 

自己株式の処分       76 
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △ 90 △ 18 △ 79 △ 146 △ 335 0 △ 334 

当期変動額合計 △ 90 △ 18 △ 79 △ 146 △ 335 0 △ 6,507 

当期末残高 55 10 △ 239 △ 291 △ 465 19 48,260 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。 
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連結注記表 

 

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等） 
１．連結の範囲に関する事項  

(1）連結子会社の数 21 社 
主要な連結子会社名 株式会社バッファロー、シマダヤ株式会社、その他 19

社 
 株式交換による株式会社デジオンの完全子会社化
に伴い、同社を連結の範囲に含めております。 

(2）非連結子会社の数 １社 
主要な非連結子会社名 島田屋共和食品加工協同組合 
連結の範囲から除いた理由  非連結子会社は小規模であり、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）持分法適用の関連会社数 ２社 

主要な会社名 AOS データ株式会社、その他１社 
 株式交換による株式会社デジオンの完全子会社化
に伴い、同社を持分法適用の範囲から除外しておりま
す。 

なお、持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日
と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務
諸表を使用しております。 

(2）持分法を適用しない非連結 
子会社又は関連会社の数 

１社 

主要な会社名 島田屋共和食品加工協同組合 
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）等に及ぼす影響が
軽微であり、かつ、全体として重要性が乏しいため、
持分法の適用範囲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 
連結子会社のうち、国内子会社１社、海外子会社１社の決算日は、12 月 31 日であります。 
連結計算書類の作成に当たっては、国内子会社は連結決算日との差異が３カ月であるため、同

社の会計期間に係る計算書類を基礎としており、海外子会社は連結決算日現在で決算に準じた仮
決算を行った計算書類を使用しております。 
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４．会計方針に関する事項 
(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  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）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 時価法   
③ 棚卸資産  IT 関連事業は主として移動平均法による原価法（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）を採用し、在外連結子会社は主として移動平均
法による低価法を採用しております。 
 食品事業は主として先入先出法による原価法（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）を採用しております。 

(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） 
 当社及び国内連結子会社は定率法を、また在外連結子
会社は主として定額法を採用しております。（ただし、
1998 年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）
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、定額法によっております。） 

② 無形固定資産 
（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定額法を採用し、在外連結
子会社は所在地国の会計基準に基づく定額法を採用して
おります。 
 なお、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（研究開発用のもの３年、その他のも
の５年）に基づいております。 

③ 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
法を採用しております。 

(3)重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金  債権の貸倒による損失に備えるため、当社及び国内連

結子会社は、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。また在外
連結子会社は主として特定の債権について回収不能見込
額を計上しております。  

② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将
来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しておりま
す。 

③ 役員賞与引当金  役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支
給見込額に基づき計上しております。 

④ 役員退職慰労引当金  当社及び連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備
えるため、内規に基づく必要額を計上しております。 
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⑤ リサイクル費用引当金  リサイクル対象製品等の回収及び再資源化に備えるた
め、台数を基準として支出見込額を計上しております。 
 

⑥ 製品保証引当金  製品の無償修理費用の支出に備えるため、過去の実績
に基づく合理的な見積額を計上しております。 

(4)重要なヘッジ会計の方法 
① ヘッジ会計の方法  為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等につ

いては、振当処理を行っております。 
 なお、連結会社間取引に付されたヘッジ目的のデリバ
ティブについては、連結会社間の債権債務の相殺消去に
伴い時価評価を行った上で、評価差額は当期の損益とし
て処理しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象  
 ヘッジ手段 デリバティブ取引（為替予約取引） 
 ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務 

③ ヘッジ方針  将来の為替相場変動によるリスク回避を目的としてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。 

④ ヘッジの有効性評価の方法  ヘッジの有効性を確保できるような為替予約取引の利
用を行っております。   

⑤ その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの 
  取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従っ

て、行っております。 
(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

① 退職給付に係る負債  退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給
付債務から年金資産の額を控除した額を計上しておりま
す。 
 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。また、一部の連結子
会社は期間定額基準によっております。 
 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（５年ま
たは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しております。 
過去勤務費用は、そ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
費用処理しております。 
 未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の
上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職
給付に係る調整累計額に計上しております。 
 なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び
退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用
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しております。 
② 消費税等の会計処理の方法  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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計
年度の費用として処理しております。 

③ 連結納税制度の適用  連結納税制度を適用しております。 
④ のれんの償却方法及び償却期

間 
のれんの償却については、投資単位ごとに投資効果の

発現する期間で均等償却しております。 
 
（追加情報） 

 新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済や企業活動に広範な影響を与える事象であり、
現時点で当社グループに及ぼす影響及び当感染症の収束時期を予測することは困難ですが、
翌連結会計年度（2021 年 3 月期）の一定の期間にわたり当感染症の影響が継続するという
一定の仮定に基づいて、当連結会計年度（2020 年 3 月期）の会計上の見積りを行っており
ます。 
 なお、上記における仮定は不確実性が高く、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状
況や経済への影響によっては、翌連結会計年度（2021 年 3 月期）以降の連結財務諸表に重
要な影響を及ぼす可能性があります。 
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（連結貸借対照表に関する注記） 
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  

輸入に係る関税及び消費税等の延納に対する担保  

投資有価証券 529百万円 

（2）担保に係る債務  

輸入に係る関税及び消費税等  

未払金 37百万円 

 

（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 当連結会計年度

期首株式数（株） 

当連結会計年度

増加株式数（株） 

当連結会計年度

減少株式数（株） 

当連結会計年度

期末株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式 22,237,873 − − 22,237,873 

合計 22,237,873 − − 22,237,873 

自己株式     

 普通株式（注） 2,537,468 3,019,201 26,604 5,530,065 

合計 2,537,468 3,019,201 26,604 5,530,065 
（注）１．普通株式の自己株式の数の増加3,019,201株は、取締役会において決議された公開買付による自

己株式の取得による増加3,019,140株、単元未満株の買取による増加61株であります。 
   ２．普通株式の自己株式の数の減少26,604株は、株式交換によるものであります。 

 

２．配当に関する事項 
(1）配当金支払額等 

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 

2019年６月21日 

定時株主総会 
普通株式 591 30 2019年３月31日 2019年６月24日 

2019年10月30日 

取締役会 
普通株式 501 30 2019年９月30日 2019年11月25日 

 
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの 
  次のとおり決議を予定しております。 

決議予定 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 

2020年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 501 30 2020年３月31日 2020年６月30日 

 

 

（金融商品に関する注記） 



10 
 

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、資金運用については安全かつ効率的な運用を最優先に考え、現時点で
は安全性の高い短期の預金及び有価証券等を中心に行っております。資金調達については、
グループ内ファイナンスを活用しつつ、外部金融機関からの当座貸越契約枠を確保してお
ります。 

なお、デリバティブは内部管理規程に従い、後述するリスクを回避するために利用して
おり、投機的な取引は行わない方針です。 

 
(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

  営業債権である受取手形及び売掛金に係る信用リスクに関しては、与信管理規程に沿
った管理を行っており、取引信用保険契約も利用し、リスク低減を図っております。 
 有価証券及び投資有価証券は、主に投資信託、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及び信用リスクを有しておりますが、随時（最低四半期ごと、対象
によっては毎週）時価の把握を行っております。また、定期的に取締役会にて時価及び損
益状況を確認し、管理を行っております。 
 営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等、未払費用並びに未
払金は、ほとんどが 1 年以内の支払期日です。営業債務に係る流動性リスクに関しては、
当社グループは十分な手元流動性と金融機関からの当座貸越契約枠を保持しており、更に
グループ内ファイナンスによる資金の集中と配分を行う制度も整備しております。 

短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、⾧期借入金は設備投資に係る資金調
達であります。 
 海外との取引に対して発生する外貨建売掛金及び外貨建買掛金は、為替の変動リスクを
有しておりますが、原則としてすべての外貨建債権債務に対し、デリバティブである先物
為替予約を利用して、ヘッジしております。 
 なお、デリバティブ取引の執行・管理については、社内規程に従って行っており、常時
契約額及び損益影響の管理をしております。 

 
(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 「２．金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等に 
ついては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２．金融商品の時価等に関する事項 
 2020 年３月 31 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.をご参照下さい） 

 
連結貸借対照表

計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1） 現金及び預金 10,545 10,545 − 
(2） 受取手形及び売掛金 13,868 13,868 − 
(3） 有価証券及び投資有価証券    
   その他有価証券 23,312 23,312 − 
(4） 支払手形及び買掛金 (14,298) (14,298) − 
(5)  電子記録債務 (393) (393) − 
(6)  未払法人税等 (483) (483) − 
(7)  未払費用 (1,834) (1,834) − 
(8)  未払金 (2,892) (2,892) − 
(9)  ⾧期借入金 (2,759) (2,757) △2 
(10）デリバティブ取引    

①ヘッジ会計が適用されてい
ないもの (2) (2) − 

②ヘッジ会計が適用されてい
るもの 14 14 − 

(*1）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。 
(*2）連結貸借対照表上の 1 年内⾧期借入金 899 百万円は⾧期借入金に含まれております。 
(*3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 
 

 

（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）有価証券及び投資有価証券  
     これらの時価について取引所の価格及び取引金融機関から提示された価格によっております。 

連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりです。 

 

 種類 
連結貸借対照表

計上額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

株式 1,346 629 716 

小計 1,346 629 716 

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

株式 1,366 1,496 △129 

その他 20,600 20,600 − 

小計 21,966 22,096 △129 

合計 23,312 22,725 586 

 

(4）支払手形及び買掛金 、(5)電子記録債務、(6)未払法人税等、(7)未払費用、(8)未払金 
 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。 
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(9) ⾧期借入金 
 ⾧期借入金の時価については、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

率で割り引いて算定する方法によっております。 
 

(10)デリバティブ取引  
①ヘッジ会計が適用されていないもの 

区分 取引の種類 
契約額等 

（百万円） 

契約額等の
うち１年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

評価損益 
（百万円） 

市場取引以

外の取引 

為替予約取引     

 売建     

  米ドル 583 − △2 △2 

 買建     

米ドル 338 − △0 △0 

合計 921 − △2 △2 

※時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等によっております。 

 

②ヘッジ会計が適用されているもの 

ヘッジ会計
の方法 取引の種類 主なヘッジ

対象 
契約額等 

（百万円） 

契約額の 
うち 1 年超 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

為替予約等
の振当処理 

為替予約取引      
売建     

米ドル 売掛金 1,083 − ※２ 
 買建     

 米ドル 買掛金 10,283 − ※２ 

原則的処理
方法 

売建      
 米ドル 売掛金 548 − △1 

 買建     
 米ドル 買掛金 8,525 − 16 

合計 20,440  − 14 

※１．時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等によっております。 
※２．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債権債務と一体として処

理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております。 
 

（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 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

  非上場株式 239 
 これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大
なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。 
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（注）３．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 
１年以内 

（百万円） 

１年超５年以内 

（百万円） 

５年超 10 年以内 

(百万円) 

現金及び預金 10,545 − − 

受取手形及び売掛金 13,868 − − 

有価証券及び投資有価証券    
その他有価証券のうち 
満期があるもの 

20,600 − − 

合計 45,013 − − 

 

（１株当たり情報に関する注記） 
   1 株当たり純資産額      2,887.36 円 

     1 株当たり当期純利益      173.61 円 

 

（ストック・オプションに関する注記） 
１． ストック・オプションに係る資産計上額又は費用計上額及び科目名 

現金及び預金 0 百万円 
２． ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１） ストック・オプションの内容 
 第５回新株予約権 第６回新株予約権 
付与対象者の区分数及び 
人数 

当社取締役   ３名 
当社従業員   ８名 
当社子会社／孫会社 
取締役      16 名 

当社子会社従業員 81 名 

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数（注）
１ 

普通株式 1,270,000 株 普通株式  105,000 株 

付与日 2018 年９月７日 2018 年９月７日 
権利確定条件 （注）２ （注）２ 
対象勤務期間 自 2018 年９月７日 

至 2023 年３月 31 日 
自 2018 年９月７日  
至 2023 年３月 31 日 

権利行使期間 自 2023 年７月１日  
至 2024 年６月 30 日 

自 2023 年７月１日  
至 2024 年６月 30 日 
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 第７回新株予約権 第８回新株予約権 
付与対象者の区分数及び 
人数 

当社従業員   ３名 
当社子会社／孫会社 
取締役      ６名 
当社子会社／孫会社 
従業員      ３名 

当社従業員    １名 
当社子会社従業員 20 名 

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数（注）
１ 

普通株式  234,400 株 普通株式  18,600 株 

付与日 2019 年 11 月 25 日 2019 年 11 月 25 日 
権利確定条件 （注）２ （注）２ 
対象勤務期間 自 2019 年 11 月 25 日 

至 2023 年３月 31 日 
自 2019 年 11 月 25 日  
至 2023 年３月 31 日 

権利行使期間 自 2023 年７月１日  
至 2024 年６月 30 日 

自 2023 年７月１日  
至 2024 年６月 30 日 

（注）１．株式数に換算して記載しております。 
２．新株予約権者は、2023 年３月期の経常利益が 125 億円を超過した場合、また

は 2022 年３月期および 2023 年３月期の経常利益の平均値が 110 億円を超過
した場合に、新株予約者に割り当てられた全ての新株予約権を行使することが
できる。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載され
る連結損益計算書（連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書）の経
常利益を参照するものとする。ただし、該当期間において株式報酬費用が計上
されている場合には、これらによる影響を経常利益に足し戻すことにより計算
された、株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。ま
た、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があ
った場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。 
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（２） ストック・オプションの規模及びその変動状況 
当連結会計年度（2020 年３月期）において存在したストック・オプションを対象

とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 
① ストック・オプションの数 
 第５回新株予約権 第６回新株予約権 
権利確定前（株）   

前連結会計年度末 1,270,000 102,200 
付与 − − 
失効 − − 
権利確定 − − 
未確定残 1,270,000 102,200 

権利確定後（株）   
前連結会計年度末 − − 
権利確定付与 − − 
権利行使 − − 
失効 − − 
未行使残 − − 

   
 第７回新株予約権 第８回新株予約権 
権利確定前（株）   

前連結会計年度末 − − 
付与 234,400 18,600 
失効 − − 
権利確定 − − 
未確定残 234,400 18,600 

権利確定後（株）   
前連結会計年度末 − − 
権利確定付与 − − 
権利行使 − − 
失効 − − 
未行使残 − − 
 

② 単価情報 
 第５回新株予約権 第６回新株予約権 
権利行使価格（円） 4,210 4,210 
行使時平均単価（円） − − 
付与日における公正な 
評価単価（円） 

976 976 

 
 第７回新株予約権 第８回新株予約権 
権利行使価格（円） 4,210 4,210 
行使時平均単価（円） − − 
付与日における公正な 
評価単価（円） 

401 401 
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３． ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 
（１） 第７回新株予約権及び第８回新株予約権についての公正な評価単価の見積も

り方法は以下のとおりであります。 
 

① 使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル 
② 主な基本数値及びその見積り方法 
株価変動性  （注）１ 32.92% 
予想残存期間 （注）２ 4.1 年 
予想配当   （注）３ 配当利回り 1.91% 
無リスク利子率（注）４ △0.192% 

（注）１．企業会計基準適用指針第 11 号ストック・オプション等に関する会計基準の適
用指針」の取扱いに準じて以下の条件に基づき算出しております。 
・株価情報収集期間：2015 年 10 月 20 日から 2019 年 11 月 25 日 
・価格観察の頻度：週次 
・異常情報：該当事項無し 
・企業をめぐる状況の不連続的変化：該当事項無し 

２．割当日：2019 年 11 月 25 日 
権利行使期間：2023 年７月１日から 2024 年６月 30 日まで 
なお、採用した予想残存期間については、権利行使までの期間を合理的に見積
もることができないため、算定時点から権利行使期間の中間点までの期間を予
想残存期間として推定しております。権利行使期間の中間点は 2023 年 12 月
30 日と計算されるので、評価対象ストック・オプションの予想残存期間を 4.1
年として、その公正な評価単価を算定しております。 

３．直近の配当実績（記念配当は除く）によっております。 
４．評価基準日における償還年月日 2023 年 12 月 20 日の超⾧期国債 65 の国債の 

レートを採用しております。 
 

４． ストック・オプションの権利確定数の見積方法 
権利確定条件を考慮し、失効数を見積もっております。 
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  株主資本等変動計算書（2019 年４月１日から 2020 年３月 31 日まで） 

(単位：百万円) 

 株主資本 

 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本合

計 資本準備金 
その他 

資本剰余金 

資本剰余金 

合計 

その他 

利益剰余金 
利益剰余金 

繰越利益 

剰余金 

当期首残高 1,000 250 12,044 12,294 52,923 52,923 △ 7,973 58,244 

当期変動額         

剰余金の配当     △ 1,092 △ 1, 092  △ 1, 092 

当期純利益     3,046 3, 046  3, 046 

自己株式の取得       △ 8,302 △ 8,302 

自己株式の処分   △ 6 △ 6   83 76 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
        

当期変動額合計 − − △ 6 △ 6 1,953 1,953 △ 8,219 △ 6,272 

当期末残高 1,000 250 12,037 12,287 54,877 54,877 △ 16,192 51,972 

 
 

 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
 

その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差額等合計

当期首残高 38 38 19 58,302 

当期変動額     

剰余金の配当    △ 1,092 

当期純利益    3,046 

自己株式の取得    △ 8,302 

自己株式の処分    76 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 
△ 67 △ 67 0 △ 67 

当期変動額合計 △ 67 △ 67 0 △ 6,339 

当期末残高 △ 28 △ 28 19 51,963 

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てして表示しております。 
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個別注記表 

（重要な会計方針に係る事項） 
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 
 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 
 その他有価証券  

 時価のあるもの 期末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）デリバティブの評価基準及び評価方法 

 時価法 
２．固定資産の減価償却の方法  

(1）有形固定資産 定率法を採用しております。 
なお、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を

除く）並びに2016年４月１日以降取得した建物附属設備及
び構築物については定額法を採用しております。 
取得価額が10万円以上20万円未満の資産については３年
間で均等償却しております。 

(2）無形固定資産 定額法を採用しております。 
なお、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）に基づいております。 
３．引当金の計上基準  

(1）貸倒引当金 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。 

(2）役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込
額に基づき計上しております。 

(3）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、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。 
なお、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（５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
ら費用処理することとしております。 
 また、当事業年度については年金資産見込額が退職給付
債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過
しているため、超過額を前払年金費用に計上しております。 

(4）役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく必
要額を計上しております。 
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４．消費税等の処理方法 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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費
用として処理しております。 

５．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。 
 

（追加情報） 
 連結子会社の自立した経営を成すべく、2019 年４月から連結子会社への経営指導料の請
求を廃止しております。 
 

（貸借対照表に関する注記） 

１．関係会社に対する金銭債権・債務  
短期金銭債権 447 百万円 
短期金銭債務 496 百万円 

２．偶発債務  
関係会社の仕入先に対する保証  

株式会社バッファロー 230 百万円 
(2,116 千米ドル) 

   シー・エフ・デー販売株式会社 1,995 百万円 
(18,332 千米ドル) 

３．投資有価証券の賃貸借契約  
投資有価証券には賃貸借契約により、貸し付けている有価証券 120 百万円が 
含まれております。 

 

 

（損益計算書に関する注記） 
 関係会社との取引高  

売上高 4,875 百万円 
販売費及び一般管理費 17 百万円 
営業取引以外の取引高 75 百万円 

 
 
 
（株主資本等変動計算書に関する注記） 
 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

  普通株式 
 

5,530,065 株 
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（税効果会計に関係する注記） 
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  
関係会社株式評価損 630百万円 
役員退職慰労引当金 56百万円 
貸倒引当金 574百万円 
税務上の繰越欠損金（注２） 20百万円 
その他有価証券評価差額金 12百万円 
その他 86百万円 

繰延税金資産小計 1,380百万円 
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △20百万円 
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,298百万円 

評価性引当額小計（注１） △1,319百万円 
繰延税金資産合計 61百万円 
繰延税金負債  

前払年金費用 △1百万円 
その他 △0百万円 

繰延税金負債合計 △2百万円 
繰延税金資産（負債）の純額 58百万円 

（注１） 前事業年度末と比較して評価性引当額が359百万円増加しております。この増加の主な要因
は、子会社への短期貸付金に対する貸倒引当金繰入額の将来減算一時差異に係る評価性引当
額の増加であります。 

（注２）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 
 1年以内 

 

(百万円) 

1年超 
2年以内 
(百万円) 

2年超 
3年以内 
(百万円) 

3年超 
4年以内 
(百万円) 

4年超 
5年以内 
(百万円) 

5年超 
 

(百万円) 

合計 
 

(百万円) 
税務上の 
繰越欠損金(※) 

 
   - 

 
     4 

 
     0 

 
     0 

 
   - 

 
    15 

 
     20 

評価性引当額 
 

   - 
 

   △4 
 

   △0 
 

   △0 
 

   - 
 

  △15 
 

   △20 

繰延税金資産 
 

   - 
 

   - 
 

   - 
 

   - 
 

   - 
 

   - 
 

   - 
※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

 

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 30.60％ 
（調整）  

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 44.9％ 
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％ 
評価性引当額の増減  10.2％ 
住民税均等割 0.1％ 
その他  0.6％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 △ 2.0％ 
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（関連当事者との取引に関する注記） 
子会社及び関連会社等 

         （単位：百万円） 

種類 会社等の名称 議決権等の

所有割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(注)3 科目 
期末残高 

(注)3 

子会社 株式会社バッファロー 
直接 

  100％ 

資金貸借 

役員の兼任 

人員の出向・ 

受入 

配当の受取 3,015 − − 

資金の預り管理 

(純額) (注)1 
△1,251 関係会社預り金 1,730 

利息の支払（注)1 0 未払費用 0 

出向者負担金(注)2 200 未払金 17 

子会社 シマダヤ株式会社 
直接 

  100％ 

資金貸借 

役員の兼任 

資金の貸付 

(純額）(注)1 
− 

関係会社短期貸

付金 
2,600 

利息の受取（注)1 3 − − 

資金の預り管理 

(純額) (注)1 
800 関係会社預り金 800

利息の支払（注)1 0 未払費用 0 

子会社 
シー・エフ・デー販売株式会

社 

直接 

  100％ 

資金貸借 

役員の兼任 

債務保証 

資金の貸付 

(純額）(注)1 
△153 

関係会社短期貸

付金 
1,4821

利息の受取（注)1 29 営業未収入金 2 

債務保証 (注)3 1,995 − −

保証料の受取 (注)3 3 − −

子会社 
株式会社バッファロー・Ｉ

Ｔ・ソリューションズ 

直接 

  100％ 

資金貸借 

役員の兼任 

資金の貸付 

(純額）(注)1 
616 

関係会社短期貸

付金 
1,318 

利息の受取（注)1 15 営業未収入金 1 

子会社 
メルコフィナンシャルホー

ルディングス株式会社 

直接 

  100％ 

資金貸借 

役員の兼任 
配当の受取 920 − − 

子会社 Melco Capital Pte.Ltd. 
間接 

  100％ 
資金貸借 

資金の預り管理 

(純額) (注)1 
△454 関係会社預り金 596 

利息の支払（注)1 0 未払費用 0 

子会社 BUFFALO EU B.V. 
間接 

  100％ 
資金貸借 

資金の貸付 

(純額）(注)1 
330 

関係会社短期貸

付金 
583 

利息の受取（注)1 12 − − 

取引条件及び取引条件の決定方針等 
（注）１．資金貸借取引の金利については、市場金利を勘案して決定しております。 

２．当社従業員の給与水準及び業務内容を勘案して決定しております。 
３. シー・エフ・デー販売株式会社が仕入先に負う債務の保証を行ったものであり、年率
0.20％の保証料を受領しております。 
４．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

 

 

（１株当たり情報に関する注記） 
１．１株当たり純資産額 3,108.96 円 
２．１株当たり当期純利益 168.47 円 

 


