第116回定時株主総会招集ご通知に際しての
法令および定款に基づくインターネット開示事項

連結計算書類の連結注記表
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表
(平成26年４月１日から平成27年３月31日まで)

「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきま
しては、法令および定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社
ウェブサイト（http://www.namura.co.jp/）に掲載することにより、株主
の皆さまに提供しております。

連 結

注

記

表

1.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
子会社30社のうち佐世保重工業㈱、函館どつく㈱、オリイメック㈱、名和産業㈱、玄海テック㈱、名村情報
システム㈱他21社を連結の範囲に含めております。その他の子会社３社は連結計算書類に重要な影響を及ぼ
さないので連結の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
関連会社４社のうち㈱伊万里鉄鋼センターについては持分法を適用しております。非連結子会社３社及びそ
の他の関連会社３社は連結計算書類に重要な影響を及ぼさず、かつ全体としても重要性がないため、持分法
の適用から除外しております。
(3)連結子会社の事業年度等に関する事項
オリイメック㈱（同社連結子会社10社を含む）、名和産業㈱、玄海テック㈱、名村情報システム㈱、名村マリ
ン㈱及びモーニング ダイダラス ナビゲーション社の決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成にあ
たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な
調整を行っております。
また、ゴールデンバードシッピング社及び名村エンジニアリング㈱の決算日はそれぞれ７月31日及び８月31
日であり、いずれも連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。
(4)会計処理基準に関する事項
①重要な資産の評価基準及び評価方法
(ア)有価証券
満期保有目的の債券………………………償却原価法（定額法）
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)
時価のないもの…………………………移動平均法による原価法
(イ)デリバティブ取引により
生じる債権及び債務………………………時価法
(ウ)たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品及び製品、仕掛品……………………主として個別法
原材料及び貯蔵品…………………………主として移動平均法
②重要な減価償却資産の減価償却の方法
(ア)有形固定資産 (リース資産を除く)……定率法
ただし、当社及び国内連結子会社は、平成10年４月１日以降に
取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物
10年～47年
機械装置及び運搬具 ５年～10年
(イ)無形固定資産 (リース資産を除く)……定額法
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内におけ
る利用可能年数（５年）に基づく定額法を採用しております。
(ウ)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。なお、「リース取引に関する会計基準」の改正適
用初年度開始前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、引き続き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おります。
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③重要な引当金の計上基準
(ア)貸倒引当金…………………………………債権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
に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(イ)保証工事引当金……………………………新造船やその他のアフターサービスに対する支出に備えるため、
保証工事見込額を実績率に基づいて計上しております。
(ウ)工事損失引当金……………………………当連結会計年度末手持受注工事のうち損失が確実視される工事
の翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失に備えるため、
合理的な見積額を計上しております。
(エ)役員賞与引当金……………………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、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。
(オ)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、役員退職慰労金支給規
則に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
(カ)特別修繕引当金……………………………船舶の定期検査工事の支出に備えるため、当連結会計年度に負
担すべき支出見積額を計上しております。
④退職給付に係る会計処理の方法
(ア)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期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。
(イ)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（14年等）による定額
法により、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、その発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（14年等）による定額法により、費用処理しております。
⑤収益及び費用の計上基準
完成工事高の計上基準
当連結会計年度までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進
捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
⑥重要なヘッジ会計の処理方法
(ア)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法
予定取引により将来発生する外貨建金銭債権・債務に対する為替予約によるヘッジについては繰延ヘッ
ジ会計を適用しております。
また、為替予約が付されている外貨建金銭債権・債務等については、振当処理を行い、特例処理の要件
を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。
(イ)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、金利スワップ取引)
・ヘッジ対象………………………………相場変動等によるリスクを保有しているもの
(外貨建金銭債権・債務、変動金利借入)
(ウ)ヘッジ方針
デリバティブ取引取扱規程に基づき、為替、金利変動リスクをヘッジしております。
(エ)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フ
ロー変動の累計とを比較して判断しております。
(オ)その他
デリバティブ取引についての基本方針を定めた取扱規程を取締役会で決定しております。取引の実行及
び管理は経営管理部が行っており、取引状況は、取締役会に報告しております。
⑦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によっております。
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(5)会計方針の変更
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい
う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下
「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げら
れた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見
込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を退職給付の支払見込期
間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結
会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し
ております。
この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が615百万円減少し、利益剰余金が605百万円増加し
ております。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ24百万円
増加しております。
(6)追加情報
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年３月31日に公布
されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成27年４月１日以
降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.4％から、回収又は支払が見込
まれる期間が平成27年４月１日から平成28年３月31日までのものは32.8％、平成28年４月１日以降のものに
ついては32.1％にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が５百万円減少し、当連結会計年度
に計上された法人税等調整額が122百万円、その他有価証券評価差額金が106百万円、退職給付に係る調整累
計額が△11百万円それぞれ増加しております。
2.連結貸借対照表に関する注記
(1)担保に供している資産
建物及び構築物
ドック船台
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
投資有価証券
合計
担保に係る債務の金額
短期借入金
前受金
長期借入金（１年以内返済分を含む)
(2)有形固定資産の減価償却累計額

3,114百万円
1,500百万円
28百万円
0百万円
5,770百万円
1,555百万円
11,967百万円
770百万円
3,388百万円
9,394百万円
102,017百万円
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3.連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1)当連結会計年度末における発行済株式の数

普通株式

68,984,051株

(2)剰余金の配当に関する事項
①当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
決

議

平成26年６月24日
定時株主総会
平成26年10月31日
取締役会

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

普通株式

968

20

平成26年３月31日

平成26年６月25日

普通株式

727

15

平成26年９月30日

平成26年12月５日

基準日

効力発生

平成27年３月31日

平成27年６月25日

②当連結会計年度末後に行う剰余金の配当に関する事項
決

議

平成27年６月24日
定時株主総会

株式の種類 配当の原資
普通株式 利益剰余金

配当金の １株当たり
総額
配当額
(百万円)
(円)
1,379

20

(注) 平成27年６月24日開催予定の定時株主総会議案であります。
(3)当連結会計年度における新株予約権の目的となる株式の数

普通株式

372,500株

4.金融商品に関する注記
(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
当企業集団は、主に各種船舶の製造販売事業を行うため設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借
入）を調達しております。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま
す。
デリバティブは、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ありま
す。
②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を
展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為
替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携に関連する株
式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。また、その一部には、舶
用資機材等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外
貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的とした
ものであり、償還日は決算日後、最長で10年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動
リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権・債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした
先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引
であります。
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③金融商品に係るリスク管理体制
(ア)信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当企業集団は、営業債権及び長期貸付金について、各企業において主要な取引先の状況を定期的にモニ
タリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早
期把握や軽減を図っております。
満期保有目的の債券は、運用方針に関する取締役会決議を経て、格付の高い債券のみを対象としている
ため、信用リスクは僅少であります。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金
融機関とのみ取引を行っております。
当連結会計年度の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借
対照表価額により表わされております。
(イ)市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当企業集団は、外貨建ての営業債権・債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対し
て、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、輸出に係
る予約取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債権に対する先物為替予約を行っております。
また、当企業集団は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用
しております。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、
また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に
見直しております。
デリバティブ取引については、基本方針を定めたデリバティブ取引取扱規程に基づき、経営管理部が取
引を行い、経営管理部において残高照合等を行っております。月次の取引実績は、取締役会に報告して
おります。
(ウ)資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当企業集団は、各部署からの報告に基づき経営管理部が適宜に資金繰計画を作成・更新することなどに
より、流動性リスクを管理しております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
平成27年３月31日（当連結会計年度の決算日）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、次表には含
めておりません（
（注2）を参照ください。）
。
(単位：百万円)
連結貸借対照表計上額
(1) 現金及び預金

時価

差額

101,263

101,263

―

30,820

30,820

―

9,396

9,396

―

41

44

3

141,520

141,523

3

32,546

32,546

―

3,821

3,821

―

13,200

13,229

29

(4) リース債務

840

813

△27

(5) 未払法人税等

477

477

―

50,884

50,886

2

(2) 受取手形及び売掛金
(3) 投資有価証券
その他有価証券
(4) 長期貸付金（１年以内回収予定を含む)
資産計
(1) 支払手形及び買掛金
(2) 短期借入金
(3) 長期借入金(１年以内返済予定を含む)

負債計
デリバティブ取引(※)

5

(※) 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。
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5

―

(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
資産
(1) 現金及び預金
すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 受取手形及び売掛金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、その将来キャッシュ・フローを回収期日までの期
間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。なお、短期間で決済される
債権の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
時価について、主に取引所の価格によっております。
(4) 長期貸付金（１年以内回収予定を含む）
長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャ
ッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値によ
り算定しております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金
これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを支払期日までの期
間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。なお、短期間で決済される
債務の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 短期借入金及び(5) 未払法人税等
すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金（１年以内返済予定を含む）及び(4) リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定され
る利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
為替予約の振当処理及び金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業債権・債務及
び長期借入金と一体として処理されているため、それらの時価は、当該営業債権・債務及び長期借入金の時
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
(単位：百万円)
区分

連結貸借対照表計上額

非上場株式

565

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
と見込まれております。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ものであるため、
「資
産(3) その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度において、非上場株式について2,106百万円の減損処理を行っております。
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5.１株当たり情報に関する注記
(1)１株当たり純資産額

1,536円45銭

(2)１株当たり当期純利益金額

253円20銭

6.減損損失に関する注記
以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
用途

主な種類

主な場所

減 損 金 額 ( 百 万 円 )

事業用資産

工具、器具及び備品
土地 他

北海道室蘭市

55

事業用資産

機械装置 他

長崎県佐世保市

30

遊休資産

土地

北海道函館市

0

遊休資産

土地

神奈川県伊勢原市

3

遊休資産

土地

長崎県佐世保市

5

その他資産

建物及び構築物、土地 他

長崎県佐世保市

202

合計

295

(経緯)
函館どつく株式会社及び佐世保重工業株式会社における一部の事業用資産について将来キャッシュ・フロ
ーの見通しが低下し、函館どつく株式会社、オリイメック株式会社及び佐世保重工業株式会社において一
部の遊休資産について市場価格が下落しました。
また、佐世保重工業株式会社及び同社子会社において、その他資産で将来キャッシュ・フローの見通しが
低下したため、回収可能価額まで減額し、減損損失を認識いたしました。
(グルーピングの方法)
地域性を考慮した事業の種類別セグメント単位とし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については
個々の物件単位でグルーピングしております。
(回収可能価額の算定方法等)
回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、償却資産については実質的な処分価値を考慮して零
とし、土地については主として不動産鑑定評価額、固定資産税評価額などによっております。
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7.その他の注記
企業結合に関する注記
(1) 取得による企業結合
当社は、平成26年５月23日開催の取締役会において、当社が佐世保重工業株式会社（以下、
「佐世保重工
業」といいます。
）を完全子会社とするための株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を行うこと
を決議し、同日付で両社間で株式交換契約及び株式交換に関する合意書を締結いたしました。本株式交
換は両社の定時株主総会において承認可決され、平成26年10月1日をもって効力が発生いたしました。
(2) 企業結合の概要
①被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価

企業結合日に交付した当社の普通株式の時価

取得に直接要した費用

アドバイザリー費用等

24,257百万円
325百万円

取得原価
24,582百万円
②株式の種類別の交換比率及び交付した株式数
佐世保重工業の普通株式１株に対し、当社の普通株式0.128株を割当交付いたしました。また、当社が
本株式交換により交付した株式数は20,539,134株であります。
③発生したのれんの金額及び償却方法
186百万円発生し、当期に一括償却しております。
8.記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。
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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
満期保有目的の債券…………………………償却原価法（定額法）
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……………………………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)
時価のないもの……………………………移動平均法による原価法
②デリバティブ取引により
生じる債権及び債務…………………………時価法
③たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
仕掛品…………………………………………個別法
原材料及び貯蔵品……………………………移動平均法
(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、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を
除く）については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物
15年～47年
機械及び装置 ５年～10年
②無形固定資産（リース資産を除く)………定額法
ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における
利用可能年数（５年）に基づく定額法を採用しております。
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。
(3)引当金の計上基準
①貸倒引当金……………………………………債権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
基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②保証工事引当金………………………………新造船やその他のアフターサービスに対する支出に備えるため、
保証工事見込額を実績率に基づいて計上しております。
③工事損失引当金………………………………当期末手持受注工事のうち損失が確実視される工事の翌期以降に
発生が見込まれる損失に備えるため、合理的な見積額を計上して
おります。
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④役員賞与引当金………………………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当期における支
給見込額に基づき計上しております。
⑤退職給付引当金………………………………従業員の退職により支給する退職給付に備えるため、当期末にお
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ておりま
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（14年）による定額法により、費用処理しておりま
す。
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（14年）による定額法により、翌期から費用処理
しております。
なお、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対
照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。
(4)収益及び費用の計上基準
完成工事高の計上基準
当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見
積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
(5)ヘッジ会計の処理方法
①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法
予定取引により将来発生する外貨建金銭債権・債務に対する為替予約によるヘッジについては繰延ヘッジ会
計を適用しております。
また、為替予約が付されている外貨建金銭債権・債務等については、振当処理を行い、特例処理の要件を満
たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。
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、金利スワップ取引)
・ヘッジ対象…………………………………相場変動等によるリスクを保有しているもの
(外貨建金銭債権・債務、変動金利借入)
③ヘッジ方針
デリバティブ取引取扱規程に基づき、為替、金利変動リスクをヘッジしております。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー
変動の累計とを比較して判断しております。
⑤その他
デリバティブ取引についての基本方針を定めた取扱規程を取締役会で決定しております。取引の実行及び管
理は経営管理部が行っており、取引状況は、取締役会に報告しております。
(6)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
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ます。
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(7)会計方針の変更
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい
う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下
「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げら
れた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額
の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を退職給付の支払見込期間ご
との金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業
年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減し
ております。
この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が515百万円減少し、繰越利益剰余金が515百万円増加してお
ります。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ13百万円増加しておりま
す。
(8)追加情報
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年３月31日に公布
されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成27年４月１日以降解
消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.4％から、回収又は支払が見込まれる期
間が平成27年４月１日から平成28年３月31日までのものは32.8％、平成28年４月１日以降のものについては
32.1％にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が36百万円減少し、当事業年度に計
上された法人税等調整額が48百万円、その他有価証券評価差額金が83百万円それぞれ増加しております。

2.貸借対照表に関する注記
(1)担保に供している資産
建 物
構築物
ドック船台
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土 地
合 計
担保に係る債務の金額
長期借入金（１年以内返済分を含む)
(2)有形固定資産の減価償却累計額
(3)関係会社に対する金銭債権及び債務
短期金銭債権
長期金銭債権
短期金銭債務
(4)保証債務
函館どつく株式会社
オリイメック株式会社
ゴールデンバードシッピング社
合

計

439百万円
305百万円
324百万円
0百万円
0百万円
0百万円
3,545百万円
4,613百万円
4,468百万円
43,946百万円
1,585百万円
5百万円
4,666百万円
1,591百万円
254百万円
1,872百万円
3,717百万円
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3.損益計算書に関する注記
(1)関係会社との取引
売 上 高
509百万円
仕 入 高
22,257百万円
営業取引以外の取引高
501百万円
(2)投資有価証券評価損
当社を含めた日本連合5社はブラジルに特別目的会社を設立しております。その特別目的会社が出資しており
ますブラジル エコビックス－エンジェビックス社は、財政状態が悪化しており、同社の株式価値が著しく低
下し回復の見込みがないことから当該特別目的会社の当社出資分について、減損処理を行ったことによるも
のであります。
4.株主資本等変動計算書に関する注記
当期末における自己株式の数
普通株式

14,581株

5.税効果会計に関する注記
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
流動資産
固定負債
百万円
(繰延税金資産)
(繰延税金資産)
保証工事引当金
271
投資有価証券評価損
貸倒引当金
7
退職給付引当金
その他
462
未払役員退職慰労金
計
740
その他
評価性引当額
△146
計
繰延税金資産 合計
594
評価性引当額
(繰延税金負債)
繰延税金資産 合計
繰延ヘッジ損益
△8
(繰延税金負債)
繰延税金資産の純額
586
特別償却準備金
固定資産圧縮積立金
その他有価証券評価差額金
その他
繰延税金負債 合計
繰延税金負債の純額
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百万円

1,607
323
207
338
2,475
△2,328
147
△38
△52
△802
△45
△937
790

6.関連当事者との取引に関する注記
種類

子会社

会社等
の名称

所在地

函館
どつく㈱

北海道
函館市

資本金
又は
出資金
1,746
百万円

事業の
内容
新造船
事業

議決権等 関連当事者との関係
の所有
役員の 事業上の
割合(％) 兼任等
関係
89.9

4名

新造船の
建造委託

修繕船
事業
鉄構陸
機事業

ゴールデ
ンバード
シッピン
グ社

(注) 1.

2.
3.

パナマ
共和国
パナマ

503
千米ドル

船舶
貸渡業

100.0

3名

新造船の
販売

取引の内容

取引金額
(百万円)

科目

新造船の建造
委託

16,559

新造船建造に
係る材料支給

6,325

債務保証

1,591

保証料の受入
債務保証

4
1,872

未収収益
―

保証料の受入

1

未収収益

期末残高
(百万円)

買掛金

2,935

前渡金

1,254

売掛金
未収入金

35
1,444

―

―
0
―

0

取引条件及び取引方針の決定方針等
新造船の建造委託及び新造船建造に係る材料支給は当社が一般の取引条件を勘案し決定したものであり
ます。
函館どつく㈱の債務保証については、同社の金融機関からの借入につき債務の保証を行ったものであ
り、年率0.2％の保証料を受領しており、また、担保を受け入れております。
ゴールデンバード シッピング社の債務保証については、同社の金融機関からの借入につき債務の保証
を行ったものであり、年率0.2％の保証料を受領しております。

7.１株当たり情報に関する注記
(1)１株当たり純資産額
(2)１株当たり当期純利益金額

1,357円00銭
187円68銭

8.記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。
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