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１．貸借対照表（2021年3月31日現在） 

 （単位：百万円） 

科  目 金  額 科  目 金  額 

（資産の部）  （負債の部）  

流動資産 25,302 流動負債 10,565 

 現金及び預金 720  支払手形 516 

 受取手形 693  設備支払手形 362 

 売掛金 11,346  買掛金 5,166 

 商品及び製品 2,658  短期借入金 500 

仕掛品 1,339  リース債務 58 

 原材料及び貯蔵品 1,416  未払金 1,714 

 前払費用 44  設備未払金 1,238 

 未収入金 142  未払費用 157 

未収還付法人税等 176  未払法人税等 32 

関係会社預け金 6,738  未払消費税等 176 

 その他 39  前受金 5 

 貸倒引当金 △14  預り金 26 

   賞与引当金 610 

    

固定資産 20,745 固定負債 956 

 有形固定資産 18,530  リース債務 158 

  建物 2,842  退職給付引当金 99 

  構築物 2,036  役員退職慰労引当金 17 

  機械装置 7,850  資産除去債務 99 

  車両運搬具 0  その他 583 

  工具器具備品 224   

  土地 4,971   

  リース資産 197 負債合計 11,522 

  建設仮勘定 407   

  （純資産の部）  

  株主資本 34,443 

無形固定資産 387  資本金 4,047 

 ソフトウェア 149  資本剰余金 866 

  のれん 229   資本準備金 3 

  その他 9   その他資本剰余金 862 

    

   利益剰余金 29,529 

投資その他の資産 1,827   利益準備金 1,306 

投資有価証券 701   その他利益剰余金  

  関係会社株式 137 固定資産圧縮積立金 4 

長期貸付金 35 別途積立金 16,145 

長期前払費用 84 繰越利益剰余金 12,072 

  前払年金費用 391      

  繰延税金資産 381 評価・換算差額等 82 

その他 96 その他有価証券評価差額金 82 

  貸倒引当金 △0   

  純資産合計 34,525 

資産合計 46,047 負債及び純資産合計 46,047 
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２．損益計算書（自2020年4月1日 至2021年3月31日） 

 （単位：百万円） 

科  目 金  額 金  額 

   

売上高  39,721 

売上原価  30,678 

  売上総利益  9,042 

   

販売費及び一般管理費  7,857 

  営業利益  1,185 

   

営業外収益   

 受取利息及び配当金 23  

 その他 139 163 

   

営業外費用   

 支払利息 3  

 その他 80 83 

  経常利益  1,264 

   

特別損失   

 固定資産廃棄損 119  

 関係会社株式評価損 1,159  

 災害損失 38  

 減損損失 11 1,328 

  税引前当期純利益（△は損失）  △63 

   

法人税、住民税及び事業税 273  

法人税等調整額 108 382 

  当期純利益（△は損失）  △445 
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３．個別注記表 

（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 

  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 

 ただし、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出

しております。 

    時価のないもの 移動平均法による原価法 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   商品及び製品 

   仕掛品 

原価法（総平均法） 

原価法（総平均法） 

   原材料及び貯蔵品 原価法（総平均法） 

（いずれも、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） 

２．固定資産の減価償却方法 

(1) 有形固定資産 定率法 

（リース資産を除く） ただし、1998年4月1日以降取得した建物（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 定額法 

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

く定額法によっております。 

また、のれんの償却については、6年間の定額法によっております。 

(3) リース資産 

 

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を採用しております。 

(4) 長期前払費用 定額法 

３．引当金の計上基準  

(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れ損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

及び破産更生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) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべ

き額を計上しております。 

(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、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おり

ます。 

また、過去勤務費用は5年で定額償却し、数理計算上の差異額は翌事業年度より10年

で定額償却することとしております。 

なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差

異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産へ計上

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給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上し

ております。 

４．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 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 

 

（表示方法の変更） 

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日。）を当事業年度より適用し、

（会計上の見積りに関する注記）を開示しております。 
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（会計上の見積りに関する注記） 

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に

重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次の通りであります。 

繰延税金資産 381 百万円  

 

（貸借対照表に関する注記） 

１．有形固定資産の減価償却累計額   

      63,630 百万円 

なお、減価償却累計額には減損損失累計額282百万円が含まれております。  

    

２．保証債務    

鴨居興業有限会社 41 百万円 （リース会社への支払債務に対する保証） 

  株式会社オータニ 4  （リース会社への支払債務に対する保証） 

     三和工業株式会社 2 （リース会社への支払債務に対する保証） 

   

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 6,860 百万円  

  長期金銭債権 35   

  短期金銭債務 1,828   

 

（損益計算書に関する注記） 

関係会社との営業取引による取引高   

売上高 260 百万円  

  仕入高 7,735   

販売費及び一般管理費 1,056   

    

関係会社との営業取引以外の取引

による取引高 

94 百万円  

 

（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は、賞与引当金の否認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券

評価差額金であります。 

なお、発生した繰延税金負債は、繰延税金資産と相殺のうえ、繰延税金資産の純額を貸借対照表に表示しておりま

す。 

 

（関連当事者との取引に関する注記） 

  １．親会社 

（単位：百万円） 

属性 
会社等 

の名称 

議決権等の所有

（被所有）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 

親会社 
宇部興産 

株式会社 

被所有 

直接100.00％ 

原材料の購入 

役員の兼任 

資金の預入 

主要原材料の購入等 

（注１） 
3,571 買掛金 1,279 

資金の預入及び払戻 

（注２） 
1,177 

関係会社 

預け金 
6,738 

 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注１）主要原材料の購入等における取引条件は、市場価格等を勘案し、交渉の上決定しております。 

 （注２）資金の預入及び払戻における利息については、市場金利を勘案し、交渉の上決定しております。 
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     なお、資金の預入及び払戻に係る取引金額は期末残高の増減額を記載しており、預入の純額（△は払戻）であ

ります。 

 （注３）取引金額は消費税等を含まず、残高は消費税等を含めて表示しております。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額  426.85 円 

２．１株当たり当期純利益（△は損失） △5.51 円 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

該当事項はありません。 

 


