
連結注記表
１．連結計算書類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 連結子会社の状況

・連結子会社の数 26社

・主要な連結子会社の名称 アイ・ティー・エックス㈱

㈱アップビート

ニフティ㈱

ニフティライフスタイル㈱

ニフティ・セシール㈱

㈱ノジマステラスポーツクラブ

㈱ビジネスグランドワークス

シグニ㈱

Courts Asia Ltd.

Nojima(Cambodia) Co., Ltd.
㈱メディアステーションは、2020年４月１日付で、当社の連結子会社であるアイ・ティー・

エックス㈱を存続会社とする吸収合併により解散いたしました。
Nojima Asia Pacific Pte.Ltd.は、2020年４月30日付で、当社の連結子会社であるCourts

Asia Ltd.を存続会社とする吸収合併により解散いたしました。
㈱ビクトリア通信は、2020年５月１日付で、当社の連結子会社であるアイ・ティー・エック

ス㈱を存続会社とする吸収合併により解散いたしました。
当社の連結子会社であるアイ・ティー・エックス㈱は、2020年10月１日付で、㈱ＩＴモバイ

ルの全株式を取得し、同社を当社の連結の範囲に含めております。
ニフティネクサス㈱は、2020年10月１日付で、当社の連結子会社であるニフティ㈱を存続会

社とする吸収合併により解散いたしました。
当社の連結子会社であるニフティ㈱は、2020年12月16日付で、ニフティ・セシール㈱を新た

に設立したことに伴い、同社を当社の連結の範囲に含めております。
当社の連結子会社であるニフティ・セシール㈱は、2021年３月１日付で、㈱セシールの全株

式を取得し、同社及びその子会社である他３社を連結の範囲に含めております。

② 非連結子会社の名称等
該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項
　 持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社数 ２社

・関連会社の名称 ㈱ハスコムモバイル

スルガ銀行㈱
(追加情報)
(スルガ銀行株式会社への役員派遣に伴う持分法適用)
当社は、2019年10月29日にスルガ銀行株式会社の議決権比率18.52％の株式を保有すること

となり、2020年６月26日付で当社の役員派遣に伴い、2020年６月30日を持分法適用開始日とし
て持分法適用の範囲に含めております。なお、被投資会社であるスルガ銀行㈱の持分法適用時
の時価純資産額が取得原価20,233百万円を上回ったため、その差額24,327百万円を持分法によ
る投資利益（負ののれん）として認識しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる連結子会社は次のとおりであります。

会社名 決算日

Nojima(Cambodia) Co., Ltd. 12月31日

賽詩麗商貿（上海）有限公司 12月31日

㈱ノジマステラスポーツクラブ １月31日
連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を基

礎としております。
なお、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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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

　 イ．有価証券
その他有価証券

a.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）

b.時価のないもの 移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２

条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合
の純資産の持分相当額を計上

　 ロ．たな卸資産
商品 当社及び国内連結子会社は、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）

ただし、リサイクル商品（中古品）については売価還元法に
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）
一部の国内連結子会社は、先入先出法による原価法
在外連結子会社は、主として加重平均法による低価法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．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である㈱ビジネスグランドワークス
及びニフティ㈱は定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備
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

国内連結子会社である㈱アップビート及びアイ・ティー・エ
ックス㈱は定額法

在外連結子会社であるNojima(Cambodia) Co., Ltd.及び
Courts Asia Ltd.は、主として定額法
ただし、Courts Asia Ltd.は車両運搬具については定率法

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 ５年～47年

機械装置及び運搬具 ２年～17年

器具備品 ２年～20年

ロ．無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
ソフトウエア ５年

契約関連無形資産 15年または16年

顧客関連無形資産 ６年

ハ．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
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③ 重要な引当金の計上基準
イ．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

貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の特定債
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
計上しております。
また在外子会社は主として相手先の財政状態を個別に判定し

て回収不能見込額を計上しております。
ロ．ポイント引当金 顧客の購入実績等に応じて付与するポイント制度に基づき、

将来のポイント使用による費用の発生に備えるため、過去の実
績を基礎にして将来使用されると見込まれる額を計上しており
ます。

ハ．賞与引当金 一部の連結子会社は従業員の賞与の支給に備えるため、支給
見込額に基づく要支給額を計上しております。

ニ．販売商品保証引当金 当社は、販売商品のアフターサービスに対する費用支出に備
えるため、保証期間内のサービス費用見込額を過去の実績を基
礎にして計上しております。

ホ．役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会
計年度末要支給額を計上しております。

ヘ．入会促進引当金 入会促進を目的として実施したキャンペーンに係るキャッシ
ュバックの負担に備えるため、当連結会計年度末以降負担する
と見込まれる額を計上しております。

④ 重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しています。

ロ．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…外貨建金銭債務及び外貨建予定取引

ハ．ヘッジ方針 外貨建取引の必要の範囲内で将来の為替変動によるリスク回
避を目的として為替予約取引を行っております。

ニ．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･フロー変動の累積を比
較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法
イ．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、期間定額基準
によっております。

なお、一部の連結子会社は給付算定式基準によっておりま
す。

ロ．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、発生年度に費用処理しております。
なお、一部の連結子会社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６
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、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（６年または10年）による定額法により費用処
理しております。

ハ．小規模企業等における簡便法 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しております。
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⑥ 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場に
より円貨に換算し、収益及び費用は、期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産
の部における為替換算調整勘定に含めております。

⑦ のれんの償却方法及び償却期間
発生年度から５年～20年間で均等償却しております。

⑧ その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「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）を当連結会

計年度から適用し、連結注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。

（連結貸借対照表）

前連結会計年度まで「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「未払費用」（前連結

会計年度3,414百万円）、「前受金」（前連結会計年度3,067百万円）は、金額的重要性が増したため、

当連結会計年度より、区分掲記しております。

前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました「固定負債」の「長期前受収益」（当連結会

計年度2,667百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「固定負債」の

「その他」に含めて表示しております。

（連結損益計算書）

前連結会計年度まで区分掲記して表示しておりました「営業外収益」の「投資有価証券売却益」

（当連結会計年度92百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より、「営業外収

益」の「その他」に含めて表示しております。

前連結会計年度まで「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「持分法による投資

利益」（前連結会計年度85百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記

しております。

前連結会計年度まで「営業外費用」の「その他」に含めて表示しておりました「寄付金」（前連結

会計年度49百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
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３．会計上の見積りに関する注記

（企業結合により取得した無形資産及びのれん）
(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 21,949百万円

商標権 468百万円

契約関連無形資産 42,134百万円

顧客関連無形資産 1,323百万円

計 65,874百万円

(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報

当社グループは、新たな地域や事業領域への進出、既存事業の強化等を図るため、Ｍ＆Ａ等を
事業拡大手法の１つとして考えております。

企業結合により取得した無形資産及びのれんは、支配獲得日における時価で認識しています。
企業結合時の取得対価の配分に際しては、経営者の判断および見積りが、連結計算書類に重要な
影響を与える可能性があります。企業結合により識別した無形資産及びのれんは、見積将来キャ
ッシュ・フローや割引率、既存顧客の逓減率等の仮定に基づいて測定しています。

また、無形資産及びのれんが減損の兆候を有するかを判断する際に、将来のキャッシュ・フロ
ーの見積りが必要となりますが、見積将来キャッシュ・フローは、将来の売上成長率等の仮定に
基づいて測定しています。

これらの仮定は、経営者の最善の見積りによって決定されますが、将来の不確実な経済条件の
変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌連結会計年度の
連結計算書類の企業結合により取得した無形資産及びのれんの金額に重要な影響を与える可能性
があります。

（当社グループにおける店舗等の固定資産の減損）

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

建物および構築物 700百万円

器具備品 116百万円

その他 72百万円

計 889百万円

(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報
当社グループはデジタル家電専門店運営事業、キャリアショップ運営事業、インターネット事

業、海外事業、その他事業を営むために、店舗設備や管理システム、のれんや契約関連無形資産
等を保有しております。

各資産または資産グループについて減損の兆候があると認められる場合には、将来キャッシ
ュ・フローを見積り、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回った場合に減損損
失の認識が必要になります。減損損失の認識が必要と判定した場合、帳簿価額を回収可能性価額
まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

当連結会計年度において、「５．連結損益計算書に関する注記 (1)減損損失」に記載しているよ
うに、使用価値を回収可能価額として、減損損失889百万円を認識しています。

将来キャッシュ・フローの見積りは、事業環境や将来の業績見通しの悪化、事業戦略の変化等、
決算時点で入手可能な情報や外部資料に基づき、各資産グループの現在の使用状況等を合理的に
判断し、算定しております。

これらの見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済条件の変動等により、仮定の見直
しが必要となった場合、翌連結会計年度の連結計算書類の固定資産の減損損失の金額に重要な影
響を与える可能性があります。
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４．連結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

現金及び預金 1,380百万円

売掛金 17,157百万円

商品 1,367百万円

建物及び構築物 56百万円

器具備品 50百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

リース資産 0百万円

前払保険料 355百万円

計 20,369百万円

② 担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 308百万円

計 308百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額
32,984百万円

(3) コミットメントライン等
当社グループは、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、主要取引金融機関と当

座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

借入枠 38,947百万円

借入実行残高 1,387百万円

差引借入未実行残高 37,559百万円

(4) 「リース資産」は、国際財務報告基準を適用している子会社が計上している使用権資産（14,592

百万円）を含めて表示しております。

５．連結損益計算書に関する注記
(1) 減損損失
場所 店舗（神奈川県、東京都、静岡県他）
用途 店舗設備等
種類 建物及び構築物、器具備品等

当社グループは、原則として、継続的に損益の把握を実施している店舗をグルーピングの基本単
位としております。

営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産グループの固定資産簿価を全額回収できる
可能性が低いと判断した店舗等について、当該資産グループの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889百万円として特別損失に計上しております。
その内訳は、建物及び構築物700百万円、器具備品116百万円並びにその他72百万円であります。
当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値により測定しております。使用

価値により測定する場合は将来キャッシュ･フローに基づく使用価値がマイナスのため回収可能価
額をゼロとして評価しており、また、正味売却価額により測定する場合は、不動産鑑定評価額等を
基礎として評価しております。

(2) 退職給付制度終了損
当社の連結子会社である株式会社セシールは、早期退職支援プログラム制度を2021年３月31日に

終了しております。本制度の終了に伴い、発生が見込まれる特別加算金額100百万円を計上してお
ります。
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６．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

株 式 の 種 類
当連結会計年度期首の株式数

(千株)
当連結会計年度増加株式数

(千株)
当連結会計年度減少株式数

(千株)
当連結会計年度末の株式数

(千株)

発行済株式

普通株式 51,289 ― ― 51,289

　 合計 51,289 ― ― 51,289

自己株式

普通株式 1,115 1,574 998 1,692

ＥＳＯＰ信託口が
保有する普通株式

14 531 277 267

　 合計 1,129 2,105 1,276 1,959

（注）１．当社が所有する普通株式の増加株式数は、自己株式の取得（株式数1,574,200株）及び単元未
満株式の買取（株式数299株）によるものであります。また、当社が所有する普通株式の減少
株式数は、ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分によるものであります。

２．ＥＳＯＰ信託口が保有する当社の普通株式の増加株式数は、市場からの買付けによるもので
あります。また、ＥＳＯＰ信託口が保有する当社の普通株式の減少株式数は、市場への売却
及び当社持株会への売却によるものであります。

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

　 イ．2020年５月12日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 1,003百万円

・１株当たり配当額 20円

・基準日 2020年３月31日

・効力発生日 2020年６月４日

　 ロ．2020年10月29日開催の取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 1,088百万円

・１株当たり配当額 22円

・基準日 2020年９月30日

・効力発生日 2020年12月７日

（注）2020年５月12日取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が保
有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。また、2020年10月29日取
締役会決議による配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式に
対する配当金8百万円が含まれております。

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
　 2021年５月６日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額 1,190百万円

・１株当たり配当額 24円

・基準日 2021年３月31日

・効力発生日 2021年６月３日

（注）2021年５月６日取締役会決議による配当金の総額には、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が保
有する当社株式に対する配当金6百万円が含まれております。

(3) 当連結会計年度末の新株予約権（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
第14回新株予約権

普通株式 601千株

第15回新株予約権

普通株式 830千株
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７．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 金融商品に関する取組方針

当社グループは、新たな地域や事業領域への進出、既存事業の強化等を目的とした戦略的投資
計画及び店舗展開のための設備投資計画に基づく資金計画に照らして、自己資金及び金融機関か
らの借入により資金調達しております。

② 金融商品の内容及びリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に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に晒さ

れております。また、賃借物件において預託している敷金及び保証金は、取引先企業等の信用リ
スクに晒されております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であります。また、その一部
には、商品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。

営業債務である支払手形及び電子記録債務は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日でありま
す。

社債は、資金調達手段を多様化し、財務の柔軟性を向上させることを目的としたものでありま
す。

借入金は、主にアイ・ティー・エックス㈱（合併消滅前）の株式取得を目的としたものと、店
舗展開のための設備投資を目的としたものであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
　 イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループ各社の与信管理規定等に従い、営業債権について、各事業部門における経理業
務を所管する部署が、取引相手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。

　 ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
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、保
有状況を継続的に見直しております。

　 ハ．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
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新する
とともに、手許流動性を維持することなどにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ

れた価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異
なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
2021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）４．参照）。

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 18,513 18,513 ―

(2)売掛金 70,707

貸倒引当金 (注)１ △1,688

69,019 68,983 △36

(3)未収入金 9,472 9,472 ―

(4)投資有価証券

関係会社株式 (注)２ 48,903 18,298 △30,604

その他有価証券 1,064 1,064 ―

(5)敷金及び保証金 13,609 13,469 △139

資産計 160,583 129,802 △30,780

(1)支払手形及び買掛金 54,806 54,806 ―

(2)電子記録債務 1,085 1,085 ―

(3)短期借入金 6,966 6,966 ―

(4)未払金 13,855 13,855 ―

(5)未払法人税等 7,734 7,734 ―

(6)未払消費税等 2,301 2,301 ―

(7)社債 5,000 4,990 △9

(8)長期借入金（１年内返済
予定のものを含む）

29,696 29,705 9

(9)リース債務（流動負債及
び固定負債）

15,442 15,448 5

負債計 136,888 136,893 5

(注)１．売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
２．持分法適用の上場関連会社であり、差額は当該株式の時価評価によるものであります。
３．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、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。
１年超の売掛金の帳簿価額は、将来キャッシュ・フローを合理的な利率で割り引いた現在
価値を時価としております。

(4)投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。

(5)敷金及び保証金
敷金及び保証金の時価の算定は、合理的に見積りした返還予定時期に基づき、その将来キ
ャッシュ・フローを国債の利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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負債
(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)短期借入金、(4)未払金
(5)未払法人税等、(6)未払消費税等

これらは短期間で決済されるものであるため、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。

(7)社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を、当該社債の残存期間及び信用リスクを
加味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。

(8)長期借入金（１年内返済予定のものを含む）
長期借入金の時価は、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
で割り引いた現在価値により算定しております。

(9)リース債務（流動負債及び固定負債）
リース債務の時価については、元利金の合計額を、同様の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出しております。

４．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
連結貸借対照表計上額

(百万円)

非上場株式 1,365

５．金銭債権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)

10年超
(百万円)

現金及び預金 18,513 ― ― ―

売掛金 62,896 7,811 ― ―

未収入金 9,472 ― ― ―

合計 90,883 7,811 ― ―

６．長期借入金、その他有利子負債の連結決算日後の返済予定額

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)

10年超
(百万円)

短期借入金 6,966 ― ― ―

長期借入金 9,326 20,369 ― ―

社債 ― 5,000 ― ―

合計 16,293 25,369 ― ―
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８．賃貸等不動産に関する注記
当社グループでは、神奈川県及びその他の地域において、賃貸用の不動産を有しております。当連

結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は347百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃
貸費用は売上原価に計上）であります。
なお、賃貸用の不動産の一部につきましては、当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用

される部分を含む不動産としております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産として使用され
る部分を含む不動産に関する賃貸損益は331百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価
に計上）であります。

賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の連結貸借対照表計上額及び当
連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法は次のとおり
であります。

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額
連結決算日における時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

賃貸等不動産 3,304 △737 2,567 2,833

賃貸等不動産とし
て使用される部分
を含む不動産

5,021 565 5,586 7,269

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額
であります。

２．当連結会計年度末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定
評価書に基づきます。その他の物件については「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定
した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

３．当連結会計年度の主な増減は保有目的の変更による賃貸等不動産として使用されている部分
を含む不動産への振替によるものであります。

９．１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 2,879円19銭

(2) １株当たり当期純利益 1,068円42銭

（注）従業員持株ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済
株式総数から控除する自己株式に含めております（当連結会計年度267千株）。

　 また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含
めております（当連結会計年度310千株）。

― 11 ―

2021年05月25日 13時31分 $FOLDER; 11ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



10．企業結合に関する注記

（取得による企業結合）
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業内容
被取得企業の名称 株式会社セシール及びその子会社である他３社

事業の内容 「セシール」ブランドでのカタログ・インターネットなどを通じた総合

通信販売業

② 企業結合を行った主な理由
当社グループは、あらゆる家電製品がインターネットやモバイル端末を通じて繋がるIoT時代に

おいて、お客様のスマートライフのハブとなり、世の中に新しい価値を提供するトータルソリュー
ション企業への進化を目指しております。

株式会社セシールはシニア女性層を中心に全国のお客様からご支持いただき、インナーをはじめ
幅広い生活用品を展開する老舗総合通販ブランドとして知られており、お客様の声を活かした商品
開発に定評があります。また近年ではカタログ通販を主軸とする事業展開の中、これまで蓄積して
きたノウハウを生かしたEC領域の強化を推進しております。

今回の株式取得により、ニフティが展開する安心・安全なインターネットサービスを提供するお
客様層の拡充を図るとともに、ニフティが長年培ってきたインターネット領域のノウハウを活用す
ることで株式会社セシールの事業構造改革を進めてまいります。
③ 企業結合日
2021年３月１日

④ 企業結合の法的形式
株式取得

⑤ 結合後企業の名称
変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率
100％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とした株式取得により、被取得企業の議決権の100％を取得したことによります。

(2) 連結計算書類に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間
連結業績につきましては、2021年３月１日から2021年３月31日までの業績を当連結会計年度に含

めております。
(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 現金（未払金を含む） 1,084百万円

取得原価 1,084百万円

(4) 主要な取得関連費用の内訳と金額

アドバイザリー費用等 60百万円

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額
119百万円

② 発生原因
今後の事業展開により期待される将来の超過収益力から発生したものです。

③ 償却方法及び償却期間
重要性が乏しいため、発生時に一括償却しております。

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内容

流動資産 8,253百万円

固定資産 2,523百万円

資産合計 10,777百万円

流動負債 7,970百万円

固定負債 1,842百万円

負債合計 9,813百万円
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(7) 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計
算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高 37,215百万円

営業利益 143百万円

経常利益 209百万円

税金等調整前当期純利益 108百万円

当期純利益 27百万円

1株当たり当期純利益 0円56銭

(概算額の算定方法)
企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定し、2020年４月１日から2021年３月31日の被

取得企業の連結損益計算書を基礎として影響の概算額を算定しております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

11．追加情報
(財務制限条項）
(1) 当社が、運転資金を調達するために締結したリボルビング・クレジット・ファシリティ契約

には、次の財務制限条項が付されております。
① 各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額

を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
イ．契約締結の直前決算期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の

80％
ロ．直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金

額の80％
② 各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。

なお、当該契約の契約金額は、次のとおりであります。
契約金額 15,000百万円

(2) 当社の連結子会社であるアイ・ティー・エックス㈱が、アイ・ティー・エックス㈱（合併消
滅前）の株式取得資金及びアイ・ティー・エックス㈱の運転資金を調達するために締結した
金銭消費貸借契約（2014年12月24日付締結）を、有利子負債の削減による財務体質の強化を
目的として2018年３月27日及び2021年３月29日付にてリファイナンス（借換）し、金銭消費
貸借契約を締結しております。このリファイナンス後の契約には、次の財務制限条項が付さ
れております。

① 2022年３月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部
の金額を2021年３月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％お
よび直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか
高い方の金額以上に維持すること。

② 2022年３月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決
算期における単体の損益計算書に示される営業損益が２期連続して損失とならないように
すること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年３月決算期およびその直前の
期の決算を対象として行われる。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
契約金額 16,200百万円

借入残高 １年内返済予定の長期借入金 5,400百万円

　 長期借入金 10,800百万円
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(3) 当社の連結子会社であるCOURTS (Singapore) Pte.Ltd.は、子会社を通じた債権流動化を目
的として借入契約を締結しております。この契約には次の財務制限条項が付されておりま
す。
① ３ヶ月超の延滞債権の比率が３ヶ月平均で1.5%以下であること
② ６ヶ月超の延滞債権の比率が３ヶ月平均で1.0%以下であること
③ デフォルト率が３ヶ月平均で1.8%以下であること
④ 債権平均回収率が３ヶ月平均で94%以上であること
⑤ 正常債権の加重平均回収期間が25ヶ月以内であること

なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
契約金額 4,936百万円

借入残高 長期借入金 1,188百万円

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
当社は、中長期的な企業価値を高めること及び従業員への福利厚生を目的として、従業員持

株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
① 取引の概要

当社は、中長期的な企業価値を高めること及び従業員への福利厚生を目的として、「従業
員持株ＥＳＯＰ信託」（以下「本制度」という。）を2020年５月に導入しております。本制
度では、「ネックス社員持株会」（以下「当社持株会」という。）へ当社株式を譲渡してい
く目的で設立する従業員持株ＥＳＯＰ信託口が、2020年５月以降３年間にわたり当社持株
会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、当社持株会へ売却を行います。

② 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、
純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、
当連結会計年度655百万円、267千株であります。

③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当連結会計年度973百万円

12．重要な後発事象
（ストック・オプション）

ストック・オプション（新株予約権）の付与
当社は、2021年５月６日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239

条の規定に基づき、ストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決
定を当社取締役会に委任することについて承認を求める議案を、2021年６月17日開催予定の当
社第59回定時株主総会に付議することを決議いたしました。
(1) ストックオプション制度を導入する目的及び新株予約権を無償で発行する理由

当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を高めることにより、企業価値向上に
資することを目的として、上記の目的を適切に達成するため特に払込金額無償にて発行す
るものといたします。

(2) 新株予約権発行の要領
① 新株予約権の割当を受ける者

当社の取締役、執行役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員のうち当社の取
締役会が認めた者。なお、当社の取締役及び執行役への付与については、当社の報酬委員
会の決定に基づいて実施される予定です。

② 新株予約権の目的である株式の種類及び数
株主総会の委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、当社

普通株式1,800千株を上限とする。
ただし、下記③に定める付与株式数の調整を行った場合、新株予約権の目的である株式

数の上限は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
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③ 新株予約権の総数
株主総会の委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、

18,000個を上限とする。
新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普

通株式100株とする。なお、付与株式数は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」
という。）後、当社が株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合
を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、当該時点で
行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の
端数については、これを切り捨てるものとする。

　
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

　
なお、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下「合併等」

という。）を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条
件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

④ 新株予約権の発行価額
新株予約権の発行価額は無償とする。

⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、その行使により交付を

受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式
数を乗じた金額とする。

行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（取引が
成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値）とする。
なお、割当日以降、次の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

イ. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整
の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割又は併合の比率

ロ．当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する場合は、次
の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるもの
とする。

調整後行使価額 ＝
調整前

行使価額
×

既 発 行

株 式 数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有
する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発
行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

ハ．割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由
が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整する
ものとする。

⑥ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議日の翌日から３年を経過した日を始期と

して、その後２年間とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
イ．新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時にお

いて当社又は当社子会社の取締役、執行役又は従業員のいずれかの地位を有している
ことを要する。ただし取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではな
い。

ロ．新株予約権の相続はこれを認めない。
ハ．各新株予約権の一部行使はできないものとする。
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⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
イ．当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又

は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株式移転計画書承認
の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める日に、当社
は、新株予約権を無償で取得することができる。

ロ．当社は、新株予約権者が上記⑦に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより
権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得
することができる。

ハ．当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができ
るものとする。

⑨ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

⑩ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計
算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
記イ．記載の資本金等増加限度額からイ．に定める増加する資本金の額を減じた額と
する。

⑪ 株式交換・株式移転時等の新株予約権の処理の方針等
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割

（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞ
れ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）
をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を
生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割が
その効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき
株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日
をいう。以下同じ。）において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予
約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場
合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対
象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、
残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただ
し、次の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合
併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるこ
とを条件とする。
イ．交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
ロ．新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。
ハ．新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「②新株予約権の目的である株式の種類及
び数」等に準じて合理的に決定する。

ニ．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記⑤ハ．に従っ
て定める調整後行使価額に、上記ハ．に従って決定される当該各新株予約権の目的で
ある再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ホ．新株予約権を行使することができる期間
上記「⑥新株予約権の権利行使期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうち
いずれか遅い日から、上記「⑥新株予約権の権利行使期間」の満了日までとする。
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ヘ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
上記「⑩新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資
本準備金に関する事項」に準じて決定する。

ト．譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

チ．新株予約権の取得の事由及び条件
上記「⑧新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

⑫ 新株予約権の割当日
別途取締役会が定める日とする。

（注）上記の内容については、2021年６月17日開催予定の当社第59回定時株主総会において
「ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行する件」が承認可決されること、
及び当社第59回定時株主総会後に開催される報酬委員会において「取締役及び執行役の
個人別の報酬等の内容を決定する件」が承認可決されることを条件といたします。
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個別注記表
１．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 関係会社株式 移動平均法による原価法

② 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
平均法による原価法)

・時価のないもの 移動平均法による原価法

③ たな卸資産
・商品 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）
ただし、リサイクル商品（中古品）については売価還元法に

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）

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 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
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
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10年～47年

構築物 10年～15年

機械装置 17年

車両運搬具 ２年～６年

器具備品 ２年～15年

② 無形固定資産 定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウエア ５年

(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、一般債権は貸倒実績

率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の特定債権は、個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。

② ポイント引当金 顧客の購入実績等に応じて付与するポイント制度に基づき、
将来のポイント使用による費用の発生に備えるため、過去の実
績を基礎にして将来使用されると見込まれる額を計上しており
ます。

③ 販売商品保証引当金 販売商品のアフターサービスに対する費用支出に備えるた
め、保証期間内のサービス費用見込額を過去の実績を基礎にし
て計上しております。

④ 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期末まで
の期間に帰属させる方法については、期間定額基準によってお
ります。

数理計算上の差異については、発生年度に費用処理しており
ます。

⑤ 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支
給額を計上しております。
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(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

① 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

② のれんの償却に関する事項

　 のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

２．表示方法の変更に関する注記

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「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

度から適用し、個別注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。

（損益計算書）

前事業年度まで「営業外費用」の「雑損失」に含めて表示しておりました「寄付金」（前事業年度

39百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。

前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「営業外収益」の「投資有価証券売却益」（当事

業年度91百万円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「営業外収益」の「雑収

入」に含めて表示しております。

３．会計上の見積りに関する注記

（当社における店舗等の固定資産の減損）

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

建物および構築物 540百万円

器具備品 80百万円

その他 1百万円

計 622百万円

(2)その他見積りの内容に関する理解に資する情報
(1)の金額の算出方法は、連結注記表「３．会計上の見積りに関する注記(当社グループにおけ

る店舗等の固定資産の減損)」の内容と同一であります。
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４．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及び減損損失累計額

22,373百万円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

① 短期金銭債権 1,217百万円

② 長期金銭債権 11百万円

③ 短期金銭債務 165百万円

④ 長期金銭債務 9百万円

(3) コミットメントライン等

当社は、運転資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、主要取引金融機関と当座貸越契

約及び３年間の貸出コミットメント契約を締結しております。

これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

借入枠 24,500百万円

借入実行残高 ―百万円

差引借入未実行残高 24,500百万円

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

(1) 営業取引による取引高

① 売上高 1,631百万円

② 仕入高 27百万円

③ 販売費及び一般管理費 △558百万円

(2) 営業取引以外の取引による取引高 6,171百万円

６．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類
当事業年度期首の株式数

(千株)
当事業年度増加株式数

(千株)
当事業年度減少株式数

(千株)
当事業年度末の株式数

(千株)

普通株式 1,115 1,574 998 1,692

ＥＳＯＰ信託口が保
有する普通株式

14 531 277 267

　 合計 1,129 2,105 1,276 1,959

（注）１．当社が所有する普通株式の増加株式数は、自己株式の取得（株式数1,574,200株）及び単元
未満株式の買取（株式数299株）によるものであります。

２．当社が所有する普通株式の減少株式数は、ストックオプションの行使によるものでありま
す。

３．ＥＳＯＰ信託口が保有する当社の普通株式の増加株式数は、市場からの買付けによるもの
であります。また、ＥＳＯＰ信託口が保有する当社の普通株式の減少株式数は、市場への
売却及び当社持株会への売却によるものであります。
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７．税効果会計に関する注記

(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 (百万円)

退職給付に係る負債 2,077

役員退職慰労引当金 62

投資有価証券評価損 54

未払事業税 173

販売商品保証引当金 1,202

商品評価損 407

ポイント引当金 1,328

未払事業所税 51

仕入割戻繰延 82

減損損失 1,173

前受収益 1,417

関係会社株式評価損 50

その他 902

繰延税金資産小計 8,985

評価性引当額 △2,638

繰延税金資産合計 6,347

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 139

土地圧縮積立金 63

固定資産圧縮積立金 21

その他 56

繰延税金負債合計 280

繰延税金資産純額 6,066

(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差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 30.6％

評価性引当額の増減 0.9％

住民税均等割額 0.5％

所得拡大促進税制特別控除 △0.6％

交際費等永久に損金不算入の項目 0.1％

受取配当金等永久に益金不算入の項目 △6.8％

新株予約権 0.4％

その他 0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.2％
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８．関連当事者との取引に関する注記

(1)子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称

又は氏名

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

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

子会社 ニフティ㈱ 直接 100 役員の兼任 受取配当金 3,500 - -

(2)役員及び個人主要株主等

種類 氏名

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

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

役員 野島 廣司 直接 2.5

当社取締役兼

代表執行役社

長

ストック・

オプション

の権利行使

（注）１

162

(100,000株)
- -

資金の貸付

（注）２
224 - -

資金の回収

（注）２
224 - -

自己株式の

取得

（注）３

4,134 - -

役員 野島 亮司 直接 0.2

当社取締役兼

代表執行役副

社長

ストック・

オプション

の権利行使

（注）１

73

(45,000株)
- -

資金の貸付

（注）２
73 - -

資金の回収

（注）２
73 - -

自己株式の

取得

（注）４

184 - -

役員 福田 浩一郎 直接 0.1
当社取締役兼

常務執行役

ストック・

オプション

の権利行使

（注）１

23

(17,600株)
- -
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種類 氏名

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

(百万円)
科目

期末残高

（百万円）

役員 温盛 元 直接 0.1
当社取締役兼

常務執行役

ストック・

オプション

の権利行使

（注）１

10

(7,000株)
- -

資金の貸付

（注）２
4 - -

資金の回収

（注）２
4 - -

役員 鍋島 賢一 直接 0.0
当社取締役兼

執行役

ストック・

オプション

の権利行使

（注）１

13

(9,600株)
- -

役員 富所 貴生 直接 0.0

当社取締役兼

執行役

（注）５

ストック・

オプション

の権利行使

（注）１

11

(7,900株)
- -

役員 星名 光男 直接 0.1
当社取締役

(社外)

ストック・

オプション

の権利行使

（注）１

10

(5,800株)
- -

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．2015年６月18日、2016年６月23日及び2017年６月16日開催の定時株主総会の決議により発行

した会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権（ストック・オプショ

ン）の権利行使であります。

２．資金の貸付については、ストック・オプションの権利行使によるものであります。なお、資

金の貸付と回収は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

３．自己株式の取得については、2020年６月19日開催の取締役会決議に基づき、2020年８月７日

に自己株式立会外買付取引（ToSTNet-３）により取得しており、取得価格は取引前日であ

る2020年８月６日の終値によるものであります。

４．自己株式の取得については、2020年６月19日開催の取締役会決議に基づき、2020年９月18日

に自己株式立会外買付取引（ToSTNet-３）により取得しており、取得価格は取引前日であ

る2020年９月17日の終値によるものであります。

５．富所貴生は、2020年７月31日に当社取締役兼執行役を退任しております。
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９．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 1,882円02銭

(2) １株当たり当期純利益 425円24銭

（注）従業員持株ＥＳＯＰ信託口が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済
株式総数から控除する自己株式に含めております。（当事業年度267千株）。

　 また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含
めております。（当事業年度310千株）

10．追加情報

（財務制限条項）

当社が、運転資金を調達するために締結したリボルビング・クレジット・ファシリティ契約

には、次の財務制限条項が付されております。

(1) 各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額

を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。

イ．契約締結の直前決算期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の

80％

ロ．直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金

額の80％

(2) 各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。

なお、当該契約の契約金額は、次のとおりであります。

契約金額 15,000百万円
　

　

（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）

連結注記表に記載しているため、記載を省略しております。

11．重要な後発事象

（ストック・オプション）

連結注記表に記載しているため、記載を省略しております。
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