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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

１．連結計算書類の作成基準

　当企業集団の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国

際会計基準(IFRS)に準拠して作成しています。なお、連結計算書類は同項後段

の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略しています。

２．連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　10社

・連結子会社の名称　　　㈱スカラコミュニケーションズ

　　　　　　　　　　　　㈱スカラサービス

　　　　　　　　　　　　㈱plube

　　　　　　　　　　　　㈱レオコネクト

　　　　　　　　　　　　ソフトブレーン㈱

　　　　　　　　　　　　ソフトブレーン・フィールド㈱

　　　　　　　　　　　　ソフトブレーン・サービス㈱

　　　　　　　　　　　　ソフトブレーン・インテグレーション㈱

　　　　　　　　　　　　ソフトブレーン・オフショア㈱

　　　　　　　　　　　　㈱ダイヤモンド・ビジネス企画

３．連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項

　2017年７月31日付で、㈱plubeの全株式を取得し、同社を連結子会社といたし

ました。

　2018年２月28日付で、㈱レオコネクトの株式を議決権所有割合の66.0％を取

得し、同社を連結子会社といたしました。

４．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、ソフトブレーン㈱、ソフトブレーン・フィールド㈱、ソ

フトブレーン・サービス㈱、ソフトブレーン・インテグレーション㈱、ソフト

ブレーン・オフショア㈱及び㈱ダイヤモンド・ビジネス企画の決算日は12月31

日であります。

　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

く計算書類を使用しております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年

度の末日と一致しております。
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５．会計方針に関する事項

（1）金融商品

① 金融資産

(ⅰ）当初認識及び測定

　金融資産は、契約の当事者となる時点で当初認識し、当初認識時点にお

いて以下に分類しております。

(a）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

売買目的保有金融資産又は純損益を通じて公正価値で測定することを

指定した金融資産

(b）満期保有投資

固定又は決定可能な支払金額と固有の満期日を有する非デリバティブ

金融資産で、当企業集団が満期まで保有する明確な意図と能力を有す

るもの

(c）貸付金及び債権

支払額が固定又は決定可能な非デリバティブ金融資産のうち、活発な

市場での取引がないもの

(d）売却可能金融資産

非デリバティブ金融資産のうち、売却可能金融資産に指定されたもの、

又は上記（a）（b）（c）のいずれにも分類されないもの

　金融資産は、当初認識時点において公正価値で測定し、純損益を通じて

公正価値で測定する金融資産を除き、取得に直接起因する取引費用を加算

して算定しております。

(ⅱ）事後測定

(a）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は公正価値で測定し、

再測定から生じる利得又は損失は純損益として認識しております。

(b）満期保有投資

　満期保有投資は、実効金利法による償却原価から減損損失を控除し

た金額で測定しております。

　なお、実効金利法は、金融資産もしくは金融負債の償却原価を計算

し、関係する期間にわたり利息収益又は費用を配分する方法でありま

す。実効金利は、当該金融商品の予想残存期間（場合によってはより

短い期間）を通じての、将来の見積現金受領額又は支払額を、当初認

識の正味帳簿価額まで正確に割り引く利率であります。
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(c）貸付金及び債権

　貸付金及び債権は、実効金利法による償却原価から減損損失を控除

した金額で測定しております。

　利息の認識が重要でない短期の債券を除き、利息収益は実効金利を

適用しております。

(d）売却可能金融資産

　売却可能金融資産は、期末日現在の公正価値で測定し、公正価値の

変動から生じる損益はその他の包括利益として認識しております。な

お、貨幣性資産に係る外貨換算差額は純損益として認識しております。

(ⅲ）減損

　純損益を通じて公正価値で測定する金融資産以外の金融資産は、期末日

において減損していることを示す客観的証拠が存在するか否かを検討して

おります。金融資産については、客観的な証拠によって損失事象が当初認

識後に発生したことが示されており、かつ、その損失事象が当該金融資産

の見積キャッシュ・フローにマイナスの影響を及ぼすことが合理的に予測

できる場合に減損していると判定しております。

　売却可能金融資産については、その公正価値が著しく下落している、又

は長期にわたり取得原価を下回っていることも、減損の客観的証拠となり

ます。

　売上債権のような特定の分類の金融資産は、個別に減損の客観的証拠が

存在しない場合でも、更にグループ単位で減損の評価をしております。

　償却原価で計上している金融資産について認識した減損損失の金額は、

当該資産の帳簿価額と、見積将来キャッシュ・フローを金融資産の当初の

実効金利で割り引いた金融資産の現在価値との差額であります。以後の期

間において、減損損失の額が減少したことを示す客観的事象が発生した場

合には、減損損失を戻し入れ、純損益として認識しております。

　売却可能金融資産が減損している場合には、その他の包括利益に認識し

た累積利息又は損失を、その期間の純損益に振り替えております。売却可

能な資本性金融商品については、以後の期間において、減損損失の戻し入

れは認識いたしません。一方、売却可能な負債性金融商品については、以

後の期間において、公正価値が増加を示す客観的事実が発生した場合には、

当該減損損失を戻し入れ、純損益として認識しております。
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(ⅳ）認識の中止

　金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅し

た時、又は金融資産を譲渡し、ほとんどすべてのリスクと経済価値が他の

企業に移転した場合のみ、金融資産の認識を中止しております。金融資産

の認識の中止に際しては、資産の帳簿価額と受取った又は受取可能な対価

との差額、及びその他の包括利益に認識した累積利得又は損失は純損益と

して認識しております。

②金融負債

(ⅰ）当初認識及び測定

　金融負債は、契約の当事者となる時点で当初認識し、当初認識時点にお

いて以下に分類しております。

(a）純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

純損益を通じて公正価値で測定することを指定した金融負債

(b）その他の金融負債（社債及び借入金含む）

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債以外のもの

　金融負債は、当初認識時点において公正価値で測定し、純損益を通じて

公正価値で測定する金融負債を除き、発行に直接帰属する取引費用を減算

して測定しております。

(ⅱ）事後測定

(a）純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

　純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は公正価値で測定し、

再測定から生じる利得又は損失は純損益として認識しております。

(b）その他の金融負債（社債及び借入金含む）

　その他の金融負債は、主として実効金利法を使用して償却原価で測

定しております。

(ⅲ）認識の中止

　金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取

消し、又は失効となった場合にのみ、金融負債の認識を中止しております。

金融負債の認識の中止に際しては、金融負債の帳簿価額と支払われた、又

は支払う予定の対価との差額は純損益として認識しております。
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③資本

普通株式

　当社が発行した資本性金融商品は、発行価額を資本金及び資本剰余金に計

上し、直接発行費用（税効果考慮後）は資本剰余金から控除しております。

（2）有形固定資産

　有形固定資産については、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額

を控除した額で測定しております。

　取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び原状回復費

用が含まれております。

　有形固定資産の減価償却は、各資産の取得原価を残存価額までそれぞれの見

積耐用年数にわたって定額法で配分することにより算定しております。

　主要な有形固定資産の見積耐用年数は以下の通りであります。

・建物及び構築物　　10年

・器具及び備品　　　５～10年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各年度末に見直しを行

い、変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用し

ております。

（3）のれん

　のれんは、支配獲得時の公正価値で測定された移転対価、支配獲得時の公正

価値で再測定された既保有持分、及び被取得企業の非支配持分の合計から、取

得した識別可能な資産及び引き受けた負債の支配獲得時の公正価値の純額を差

し引いた残額により認識しております。非支配持分は、企業結合ごとに、公正

価値又は被取得企業の識別可能な純資産に対する非支配持分の比例的持分とし

て測定しております。この対価の総額が被取得企業の識別可能な純資産の公正

価値を下回る場合、その差額は純損益として認識しております。

　当初認識後、のれんの償却は行わず、取得原価から減損損失累計額を控除し

て測定しております。

（4）無形資産

　個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。

　のれん以外の無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を

除いて、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却し、取得原価から償

却累計額及び減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上しております。

　企業結合により取得し、のれんとは区別して認識された無形資産は、取得日

の公正価値で当初認識しております。当初認識後、企業結合により取得した無
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形資産は、個別に取得した無形資産と同様に、取得原価から償却累計額及び減

損損失累計額を控除した金額で計上しております。

　主要な無形資産の見積耐用年数は以下の通りであります。なお、耐用年数を

確定できない無形資産はありません。

・ソフトウエア　　　３～５年

・顧客関連無形資産　10～12年

　なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各年度末に見直しを行い、

変更があった場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用してお

ります。

（5）リース

　契約上、資産の所有に伴うリスクと経済価値が実質的にすべて当企業集団に

移転するリースは、ファイナンス・リースに分類し、それ以外のリース取引は、

オペレーティング・リースに分類しております。

　契約がリースであるか否か、又は契約にリースが含まれているか否かについ

ては、契約の履行が特定の資産又は資産グループの使用に依存しているか、及

び契約により当該資産の使用権が移転するかに基づき、リース開始日における

契約の実質に基づき判断しております。

　ファイナンス・リース取引におけるリース資産は、リース開始日に算定した

リース物件の公正価値と 低リース料総額の現在価値のいずれか低い金額で当

初認識しております。当初認識後は、当該資産に適用される会計方針に基づい

て、見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたって、定額法により

減価償却を行っております。

　リース料は、利息法に基づき金融費用とリース債務の返済額に配分し、金融

費用は連結損益計算書において認識しております。

　オペレーティング・リース取引においては、リース料は連結損益計算書にお

いて、リース期間にわたって定額法により費用として認識しております。また、

変動リース料は、発生した期間の費用として認識しております。

（6）棚卸資産

　棚卸資産は、原価と正味実現可能価額のうちいずれか低い額で測定しており

ます。棚卸資産の原価は、商品及び製品は総平均法、仕掛品は個別法に基づい

て算定しております。

　正味実現可能価額は、通常の営業過程における見積販売価額から完成までに

要する見積原価及び見積販売費用を控除した金額としております。
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（7）非金融資産の減損

　棚卸資産及び繰延税金資産を除く当企業集団の非金融資産の帳簿価額は、毎

期、減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当

該資産の回収可能価額を見積っております。のれん及び耐用年数を確定できな

い、又は未だ使用可能ではない無形資産については、回収可能価額を毎年同じ

時期に見積っております。

　資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と売却費用控除後の公正

価値のうちいずれか大きい方の金額としております。使用価値の算定において、

見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリス

クを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いております。減損テス

トにおいて個別にテストされない資産は、継続的な使用により他の資産又は資

産グループのキャッシュ・インフローから、概ね独立したキャッシュ・インフ

ローを生成する 小の資金生成単位に統合しております。のれんの減損テスト

を行う際には、のれんが配分される資金生成単位を、のれんが関連する 小の

単位を反映して減損がテストされるように統合しております。企業結合により

取得したのれんは、結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位に配

分しております。

　当企業集団の全社資産は、独立したキャッシュ・インフローを生成いたしま

せん。全社資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰属する資金生成単位の

回収可能価額を見積っております。

　減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を超過す

る場合に損益として認識いたします。資金生成単位に関連して認識した減損損

失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、

次に資金生成単位内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額いたします。

　のれんに関連する減損損失は戻し入れいたしません。その他の資産について

は、過去に認識した減損損失は、毎期末日において損失の減少又は消滅を示す

兆候の有無を評価しております。回収可能価額の決定に使用した見積りが変化

した場合は、減損損失を戻し入れます。減損損失は、減損損失を認識しなかっ

た場合の帳簿価額から必要な減価償却費及び償却額を控除した後の帳簿価額を

超えない金額を上限として戻し入れます。
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（8）引当金

　引当金は、過去の事象の結果として、当企業集団が、現在の法的又は推定的

債務を負っており、当該債務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能

性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に認識し

ております。

　資産除去債務については、賃借契約終了時に原状回復義務のある賃借事務所

の原状回復費用見込額を計上しております。

　返品調整引当金については、販売した製品の返品による損失に備えて、過去

の実績を基にした返品見込額を計上しております。

（9）収益

　当企業集団は、通常の商取引において提供されるサービスの対価の公正価値

にて測定しております。

　サービスの提供から得られる収益について、以下の条件をすべて満たした場

合、かつ、取引の成果を信頼性をもって見積ることができる場合に、期末日現

在の取引の進捗度に応じて収益を認識しております。

・収益の金額を信頼性をもって測定できる。

・取引に関連する経済的便益が当企業集団に流入する可能性が高い。

・期末日における取引の進捗度を信頼性をもって測定できる。

・取引に関して発生する費用と取引を完了するために要する費用を信頼性を

もって測定できる。

　サービスの提供から得られる収益について、取引の成果を信頼性をもって見

積ることができない場合には、費用が回収可能と認められる部分についてのみ

収益を認識しております。

（10）その他連結計算書類作成のための重要な事項

①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。

②連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。
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連結財政状態計算書に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 461,980千円

連結損益計算書に関する注記

その他の費用の内容

移転関連費用 24,770千円

その他 1,448千円

　　合　　計 26,218千円

連結持分変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式　16,917,159株

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2017年９月25日
定時株主総会

普通株式 151,640 9.0 2017年６月30日 2017年９月26日

2018年２月14日
取締役会

普通株式 168,934 10.0 2017年12月31日 2018年２月19日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当の内、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2018年９月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 169,171 10.0 2018年６月30日 2018年９月26日

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使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

普通株式　846,300株
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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) 資本管理

　当企業集団は、持続的な成長を通じて、企業価値を 大化することを目指し

て資本管理をしております。

　当企業集団が資本管理において用いる主な指標は、親会社所有者帰属持分当

期利益率及び基本的１株当たり当期利益であります。

　なお、当企業集団が適用を受ける重要な資本規制はありません。

(2) 財務上のリスク管理

　当企業集団は、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・

流動性リスク・金利リスク・市場価格の変動リスク）に晒されており、当該財

務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行っております。なお、当企業

集団は、投機目的でのデリバティブ取引は行っておりません。

(3) 信用リスク管理

　信用リスクは、顧客が契約上の債務に関して債務不履行になり、当企業集団

に財務上の損失を発生させるリスクであります。

　当企業集団は、与信管理規程等に基づいて、取引先に対して与信限度額を設

定し、管理しております。

　当企業集団の債権は、広範囲の産業に広がる多数の取引先に対するものであ

ります。

　なお、当企業集団は、単独の取引先又はその取引先が所属するグループにつ

いて、過度に集中した信用リスクを有しておりません。

　連結計算書類に表示されている金融資産の減損後の帳簿価額は、獲得した担

保の評価額を考慮に入れない、当企業集団の金融資産の信用リスクに対するエ

クスポージャーの 大値であります。

　当企業集団では、営業債権と営業債権以外の債権に区分して貸倒引当金を算

定しております。

　いずれの金融資産においても、債務者が破産、会社更生、民事再生、特別清

算といった法的手続きを申立てられる場合に債務不履行と判断し、信用減損金

融資産として取り扱っております。
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２．金融商品の公正価値等に関する事項

　2018年６月30日における帳簿価額と公正価値は、次の通りであります。

（単位：千円）

帳簿価額 公正価値

(1) 現金及び現金同等物 4,950,509 4,950,509

(2) 営業債権及びその他の債権 2,840,248 2,840,248

(3) その他の長期金融資産 782,810 786,687

資産計 8,573,569 8,577,446

(1) 営業債務及びその他の債務 1,983,542 1,983,542

(2) 社債及び借入金 4,793,527 4,793,068

負債計 6,777,069 6,776,610

(注) 金融商品の公正価値の算定方法は以下の通りであります。

　資産

(1) 現金及び現金同等物、(2) 営業債権及びその他の債権

　短期間で決済されるため、公正価値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) その他の長期金融資産

　上場株式の公正価値は、期末日の市場価格によって算定しております。

非上場株式については、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となってお

ります。

　差入保証金の公正価値は、見積りによる信用スプレッドを加味した割引

率にて、将来の見積りキャッシュ・フローを割引くことにより算定してお

ります。

　負債

(1) 営業債務及びその他の債務

　短期間で決済されるため、公正価値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。

(2) 社債及び借入金

　短期借入金の公正価値については、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。

　社債及び長期借入金の公正価値は、新たに同一残存期間の借入と同様の

条件の下で行う場合に適用される利率を使用して、将来の見積りキャッシ

ュ・フローを割引くことにより算定しております。
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企業結合に関する注記

㈱plubeの株式の取得

１．企業結合の概要

　EC事業進出を目的として、対戦型ゲームのトレーディングカード売買を行う

ECサイトの運営会社である㈱plubeの全株式を2017年７月31日付で取得し、同日

より連結の範囲に含めております。

２．取得日現在における支払対価、取得資産及び引受負債の公正価値

　当企業結合に係る取得関連費用は8,260千円であり、すべて連結損益計算書の

「販売費及び一般管理費」にて費用処理しております。

　取得対価及び支配獲得時における取得した資産・引受けた負債の公正価値、

非支配持分及びのれんは以下の通りであります。

金額

千円

支払対価の公正価値

　現金 150,000

　合計 150,000

取得資産及び引受負債の公正価値

　資産

　　現金及び現金同等物 51,274

　　営業債権及びその他の債権 45,198

　　棚卸資産 61,856

　　その他の流動資産 3,037

　　有形固定資産 491

　　無形資産 2,398

　　その他の長期金融資産 3,080

　負債

　　営業債務及びその他の債務 △37,460

　　未払法人所得税等 △141

　　その他の流動負債 △7,512

　　長期借入金 △37,794

　　その他の非流動負債 △4,335

　取得資産及び引受負債の公正価値(純額) 80,092

　のれん 69,907
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　当企業結合により生じたのれんは、今後の事業展開によって期待される将来

の超過収益力及び既存事業とのシナジーを反映したものであります。なお、連

結計算書類の作成時において、当該買収に関連する初期の会計処理に求められ

ている取り組みが完了していないため、暫定的な金額で報告しております。

　なお、税務上損金算入を見込んでいるのれんの金額はありません。

３．業績に与える影響

　当企業集団の連結損益計算書には、取得日以降に㈱plubeから生じた売上収益

547,454千円が含まれております。

　なお、当該企業結合に係るプロフォーマ情報は、連結損益計算書に対する影

響に重要性がないため、開示しておりません。

㈱レオコネクトの株式の取得

１．企業結合の概要

　コールセンター運営における諸課題をワンストップで解決するカスタマーサ

ポートコンサルティング事業を展開する㈱レオコネクトの株式を2018年２月28

日付で議決権所有割合の66.0％を取得し、同日より連結の範囲に含めておりま

す。

　この取得目的は、SaaS/ASP事業で提供しているIVR等のコールセンター関連IT

サービスと㈱レオコネクトの有するカスタマーサポートコンサルティングの連

携により、お客様からの問合せや困りごとを解決する顧客対応窓口の対応品質

を向上し、解約抑止や追加商品の購入につなげる提案をするなど、提案型のイ

ンバウンドセンターへと発展させることができることに加え、これまで以上に

コールセンターの深いご要望やご意見の汲み取りが可能になることでサービス

開発に役立てられる等、高い事業シナジーが得られ当社の更なる競争力強化に

繋がると判断したものであります。

２．取得日現在における支払対価、取得資産、引受負債及び非支配持分の公正価

値

　当企業結合に係る取得関連費用は828千円であり、すべて連結損益計算書の

「販売費及び一般管理費」にて費用処理しております。
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　取得対価及び支配獲得時における取得した資産・引受けた負債の公正価値、

非支配持分及びのれんは以下の通りであります。

金額

千円

支払対価の公正価値

　現金 67,400

　合計 67,400

取得資産及び引受負債の公正価値

　資産

　　現金及び現金同等物 150,719

　　営業債権及びその他の債権 558,561

　　その他の流動資産 114

　　有形固定資産 5,705

　　無形資産 838

　　その他の長期金融資産 10,882

　負債

　　営業債務及びその他の債務 △234,274

　　短期借入金 △430,000

　　未払法人所得税等 △2,482

　　その他の流動負債 △8,534

　取得資産及び引受負債の公正価値(純額) 51,529

　非支配持分 △17,520

　のれん 33,390

（注）非支配持分は、被取得企業の認識可能な純資産の公正価値に対する非支

配持分割合で測定しております。

　当企業結合により生じたのれんは、今後の事業展開によって期待される将来

の超過収益力及び既存事業とのシナジーを反映したものであります。なお、連

結計算書類の作成時において、当該買収に関連する初期の会計処理に求められ

ている取り組みが完了していないため、暫定的な金額で報告しております。

　なお、税務上損金算入を見込んでいるのれんの金額はありません。

３．業績に与える影響

　当企業集団の連結損益計算書には、取得日以降に㈱レオコネクトから生じた

売上収益856,873千円が含まれております。

　なお、当該企業結合に係るプロフォーマ情報は、連結損益計算書に対する影

響に重要性がないため、開示しておりません。
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１株当たり情報に関する注記

１株当たり親会社所有者帰属持分 381円21銭

基本的１株当たり当期利益 41円88銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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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) 子会社株式 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

より算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物附属設備：10年

器具及び備品：８～10年

(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウエア

社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定

額法

３．繰延資産の処理方法

株式交付費 定額法(３年)により均等償却しております。

４．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、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) 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、支

給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

５．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 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。

(2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
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貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権、債務は次の通りであります。

短期金銭債権 610,467千円

長期金銭債権 430,000千円

短期金銭債務 11,572千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 972,400千円

営業取引以外の取引高

受取利息

受取配当金

その他

3,220千円

103,390千円

175千円

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数

  該当事項はありません。

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

繰延税金資産

資産除去債務 13,195千円

賞与引当金 1,647千円

関係会社株式評価損 2,962千円

その他 5,307千円

繰延税金資産小計 23,113千円

繰延税金負債との相殺 △20,991千円

繰延税金資産合計 2,121千円

繰延税金負債

資産除去債務 △9,870千円

関係会社株式簿価差額 △61,860千円

その他有価証券評価差額金 △40,997千円

繰延税金負債小計 △112,728千円

繰延税金資産との相殺 20,991千円

繰延税金負債合計 △91,736千円

繰延税金資産の純額 △89,615千円
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関連当事者との取引に関する注記

子会社

会社等の名称
議決権等
の所有

割合(％)
関連当事者との関係 取引内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

㈱スカラコミュニケーションズ 直接 100
経営管理業務の受託
事務所転貸
役員の兼任

受取手数料 936,000
未収入金

短期貸付金

110,685

204,800

（注）１. 上記の金額の内、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。

２. 取引条件及び取引条件の決定方針

・受取手数料

　子会社の人員規模等を参考に決定しております。

１株当たり情報に関する注記

１．１株当たりの純資産額 204円84銭

２．１株当たりの当期純利益 22円52銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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