
第71回定時株主総会招集ご通知に際しての

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28年９月１日から平成29年８月31日まで）

連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきま
しては、法令及び当社定款に基づき、インターネット上の当社ウェブサ
イト（http://www.yamatointr.co.jp/）に掲載することにより株主の皆
様に提供しております。

表紙



　連 結 注 記 表
＜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＞

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　２社

　連結子会社は、ヤマト ファッションサービス㈱、上海雅瑪都時装有限公司でありま

す。

なお、上海雅瑪都時装有限公司が運営する上海工場につきましては、平成29年11月

20日を以って操業を停止することといたしました。

２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

３．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、上海雅瑪都時装有限公司の決算日は12月31日であります。連結

計算書類の作成に当たっては、８月31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。

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）

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　　　　　　　時価法

③　たな卸資産　　　　　　　　主として総平均法による原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）

(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採用しております。ただし、平成10年12月

１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28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、定額法を採用しております。

また、在外連結子会社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　３～47年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

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。
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②　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当連結会計年

度負担額を計上しております。

③　返品調整引当金

　商品及び製品の返品による損失に備えるため、過去の返品率等を勘案し、将来

の返品に伴う損失予想額を計上しております。

④　ポイント引当金

　ポイント制度に基づき顧客に付与したポイントの利用に備えるため、当連結会

計年度末における将来利用見込額を計上しております。

⑤　事業構造改善引当金

　事業構造改善の一環として、連結子会社上海雅瑪都時装有限公司が運営する上

海工場の操業を停止することに伴い、翌連結会計年度に発生が見込まれる従業員

の経済補償金等の合理的な見積額を計上しております。

(4）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、在外連結子会社の資産及び負債、収益及

び費用は、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。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、振

当処理の要件を満たしている場合には振当処理、金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしている場合には特例処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建債権債務及び外貨建予定取引

ｂ．ヘッジ手段……金利スワップ取引

ヘッジ対象……借入金

③　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程等を定めた社内管理規程に基づき、為替相

場変動リスク及び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

　外貨建予定取引に係る為替予約については、予定取引の主要な取引条件の予測

可能性及びその実行可能性を検討し、有効性の評価を行っております。

　なお、振当処理によっている外貨建債権債務に係る為替予約は振当処理の要件

を満たしていることを、特例処理によっている金利スワップ取引は特例処理の要

件を満たしていることを確認しており、その判定をもって有効性の評価に代えて

おります。
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(6）退職給付に係る会計処理の方法

①　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、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　過去勤務費用については、発生年度において一括償却しております。

　数理計算上の差異については、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（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。

③　未認識数理計算上の差異の会計処理方法

　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。

(7）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

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

＜追加情報＞

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28

年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。

＜連結貸借対照表に関する注記＞

１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 7,594,632千円
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＜連結損益計算書に関する注記＞

１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２．ライセンス契約終了益

当社の「AIGLE（エーグル）」ブランドのライセンス事業につきましては、平成29年２月28

日を以ってエーグル・インターナショナル・エス・アーとのライセンス契約が期間満了とな

り、同年３月１日に株式会社ラコステ ジャパンに承継いたしました。これに伴い、当社が所

有する固定資産等の一部を同社に譲渡し、ライセンス契約終了益として計上しております。

３．減損損失

場所 用途 種類

旧大阪本社事務所西別館

（大阪府大阪市中央区）
共用資産

土地、建物及び構築物（撤去費を含む）、

有形固定資産のその他（工具、器具及び備

品）

千葉県柏市他３件 店舗資産

建物及び構築物、有形固定資産のその他

（工具、器具及び備品）、投資その他の資

産のその他（長期前払費用）

上海工場

（中国上海市）
生産設備

機械装置及び運搬具、有形固定資産のその

他（工具、器具及び備品）

　当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分により資産のグル

ーピングを行っており、店舗資産及び賃貸用資産について個別物件をグルーピングの 小

単位としております。ただし、本社資産等については、独立したキャッシュ・フローを生

み出さないことから共用資産としております。

　旧大阪本社事務所西別館について、当連結会計年度において、共用資産から賃貸用不動

産への用途変更を決議したことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として特別損失に226,778千円（土地197,600千円、建物及び構築物（撤去費を

含む）29,169千円、有形固定資産のその他９千円）計上しております。また、店舗におけ

る営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる見込である店舗の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に41,122千円（建物及び構築

物35,694千円、有形固定資産のその他5,028千円、投資その他の資産のその他399千円）計

上しております。さらに、連結子会社上海雅瑪都時装有限公司が運営する上海工場の操業

を停止することに伴い、生産設備の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に34,968千円（機械装置及び運搬具34,555千円、有形固定資産のそ

の他413千円）計上しております。

　なお、減損損失の測定における回収可能価額は、共用資産については不動産鑑定評価額

を基準とした正味売却価額によっております。また、店舗資産及び上海工場の生産設備に

ついては使用価値によっておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないことか

ら、当該店舗資産及び上海工場の生産設備の帳簿価額全額を減損損失として計上しており

ます。

４．特別退職金

　中期構造改革に伴う早期退職優遇制度の特別募集を実施したことによるものであります。
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＜連結株主資本等変動計算書に関する注記＞

１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項
（単位：株）

株式の種類
当連結会計年度
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度
末 株 式 数

発行済株式

普 通 株 式 21,302,936 － － 21,302,936

合 計 21,302,936 － － 21,302,936

自 己 株 式

普 通 株 式
（注）

16,840 431,535 － 448,375

合 計 16,840 431,535 － 448,375

（注）自己株式の増加431,535株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加431,000株、

単元未満株式の買取りによる増加535株であります。

３．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 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配　当　額

基 準 日 効 力 発 生 日

平成28年11月22日
定時株主総会

普通株式 127,716千円 ６円 平成28年８月31日 平成28年11月24日

平成29年４月７日
取締役会

普通株式 125,500千円 ６円 平成29年２月28日 平成29年４月28日

(2) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項（予定）

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配　当　額

基準日 効力発生日

平成29年11月22日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 125,127千円 ６円 平成29年８月31日 平成29年11月24日
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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）金融商品に対する取組方針

　　当社グループは、余剰資金については主として安全性の高い金融資産で運用しておりま

す。

　　また、運転資金については銀行及び生命保険会社からの借入により調達しております。

　　デリバティブ取引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

っておりません。

(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。

有価証券及び投資有価証券は、主に公社債及び業務上の関係を有する企業の株式であり、

発行体（取引先企業）の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

差入保証金は、主に出店に係る賃貸借契約に基づく保証金であり、取引先の信用リスク

に晒されております。

営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが６ヶ月以内の支

払期日であります。また、一部外貨建ての営業債務は為替リスクに晒されておりますが、

先物為替予約取引を利用してヘッジしております。

借入金は長期運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、このうち一部は金利の

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

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を目

的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対

象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等については、前述の「＜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＞４．会計方針に関する事項（5）重要なヘッ

ジ会計の方法」をご参照ください。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①  信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社グループは、売上債権に係る不測の損害が生じないよう、与信管理規程に与信限

度額及び回収の条件等を定めております。また、事業統括本部では、経理部より配布さ

れる滞留期間別売掛金管理表と営業部門より提出される滞留先報告書に基づき、月次会

で回収状況の確認及び指示を行っております。

運用目的の債券は、職務権限規程に従い個別に決裁を受ける体制となっており、格付

け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相手先は、信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスク

はほとんどないと認識しております。

②  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）の財務状況を把握し、

また、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、取引権限や限度額等を定めたデリバティブ管理規程に

従い、実需の範囲内での取引を行っております。

③  資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部門からの報告に基づき経理部が月次で資金繰計画を作成・管理するとと

もに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
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(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。ま

た、後述の「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

約額等につきましては、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成29年８月31日現在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)をご参照ください。）

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金及び預金

(2）受取手形及び売掛金

(3）有価証券

(4）投資有価証券

(5）差入保証金

5,922,294

1,581,910

3,729,950

2,715,538

80,416

5,922,294

1,581,910

3,729,950

2,715,538

80,402

－

－

－

－

△14

資産計 14,030,110 14,030,095 △14

(1）支払手形及び買掛金

(2）電子記録債務

(3）長期借入金(※1)

616,262

2,646,954

1,357,335

616,262

2,646,954

1,360,825

－

－

3,490

負債計 4,620,551 4,624,042 3,490

 デリバティブ取引(※2) 3,173 3,173 －

 (※1)１年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。

 (※2)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、合計で正

味の債務となる項目については（ ）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

　資産

　　(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金、(3）有価証券

　　　　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。

　　(4）投資有価証券

　　　　投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっており、債券その他

は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。

　　(5）差入保証金

　　　　差入保証金の時価については、返還により発生する将来キャッシュ・フローを返

還の期間までに対応する無リスクの利率で割り引いた現在価値から貸倒見積高を控

除した価額によっております。
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　負債

　　(1）支払手形及び買掛金、(2）電子記録債務

　　　　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。

　　(3）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た現在価値により算定する方法によっております。

  デリバティブ取引

(1）ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　　　　該当事項はありません。

(2）ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　①  通貨関連

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象

当連結会計年度（平成29年８月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超（千円）

時価
（千円）

原則的処理方法 為替予約取引

買建

人民元 買掛金 233,627 － 3,173

為替予約等の振当処理 為替予約取引

買建

人民元 買掛金 29,082 － （注)２

合計 262,710 － －

　（注）１．時価等の算定方法

　　　　　　取引先金融機関から提示された時価等に基づき算定しております。

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外貨建金銭債権債

務と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて

記載しております。
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　②  金利関連

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象

当連結会計年度（平成29年８月31日）

契約額等
（千円）

契約額等のうち
１年超（千円）

時価
（千円）

金利スワップ
の特例処理

金利スワップ取引

長期借入金 1,000,000 － （注）支払固定・
受 取 変 動

　（注）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長期借入金と一体

として処理されているため、その時価は、当該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：千円）

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 95,483

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 5,922,294 － － －

受取手形及び売掛金 1,581,910 － － －

有価証券及び投資有価証券 3,729,950 300,000 200,000 500,000

合計 11,234,155 300,000 200,000 500,000

　（注）差入保証金については返還期日を明確に把握できないため、償還予定額を記載して

おりません。

（注４）長期借入金の連結決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年以内 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 ５年超

長期借入金 1,167,332 140,003 50,000 － － －
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＜退職給付に関する注記＞

１．採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付型の制度として、

確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。

なお、確定給付企業年金制度については、平成23年１月１日より、従来の適格退職年金制

度から移行したものであり、すべて積立型制度であります。

上記以外に、従業員の退職等に際して、退職給付会計基準に準拠した数理計算による退職

給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

また、当社及び国内連結子会社は、平成27年12月１日より、確定拠出年金制度を開始いた

しました。

当社及び国内連結子会社は、総合設立型厚生年金基金である大阪ニット厚生年金基金に加

入しておりました。このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算すること

ができない制度については、確定拠出制度と同様にその要拠出額を費用処理しております。

なお、大阪ニット厚生年金基金は、平成26年２月21日開催の代議員会で通常解散の方針が

決議され、平成27年９月10日付にて厚生労働大臣より基金解散が認可され、同日付で解散し

ております。

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 1,130,363千円

勤務費用 57,007千円

利息費用 12,434千円

数理計算上の差異の発生額 △2,961千円

退職給付の支払額 △198,085千円

退職給付債務の期末残高 998,758千円

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 1,020,420千円

期待運用収益 20,408千円

数理計算上の差異の発生額 16,462千円

事業主からの拠出額 133,463千円

退職給付の支払額 △198,085千円

年金資産の期末残高 992,669千円
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(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負

債及び退職給付に係る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務 998,758千円

年金資産 △992,669千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 6,089千円

退職給付に係る負債 6,089千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 6,089千円

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 57,007千円

利息費用 12,434千円

期待運用収益 △20,408千円

数理計算上の差異の費用処理額 3,469千円

その他 333千円

確定給付制度に係る退職給付費用 52,836千円

(5）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

数理計算上の差異 △22,892千円

合　計 △22,892千円

(6）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであり

ます。

未認識数理計算上の差異 71,796千円

合　計 71,796千円

(7）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 36.9％

株式 19.1％

一般勘定 12.7％

その他 31.3％

合　計 100.0％
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②　長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分

と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮

しております。

(8）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

割引率　　　　　　　1.1％

長期期待運用収益率　2.0％

予想昇給率　　　　　1.8％

一時金選択率　　　 95.0％

３．複数事業主制度

当社及び国内連結子会社は、複数事業主制度であり、同業種企業グループで組織する総合

設立型厚生年金制度（大阪ニット厚生年金基金）に加入しておりました。当該厚生年金基金

は、平成26年２月21日開催の代議員会で通常解散の方針が決議され、平成27年９月10日付に

て厚生労働大臣より基金解散が認可され、同日付で解散しております。

当連結会計年度末現在、清算手続中であります。

４．確定拠出制度

当連結会計年度の確定拠出制度への拠出に係る費用認識額は11,811千円であります。

＜賃貸等不動産に関する注記＞

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等を有しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価

4,304,394 4,750,639

（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を控除した金額であります。

（注２）当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書

に基づいて自社で算定した金額であります。

＜１株当たり情報に関する注記＞

１．１株当たり純資産額 840円63銭

２．１株当たり当期純利益 9円91銭
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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) 有価証券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) デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

　主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年12月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに平成28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　３～47年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

(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。

(4）長期前払費用

　定額法を採用しております。

３．引当金の計上方法

(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備えるため、支給見込額の当事業年度負担

額を計上しております。

(3) 返品調整引当金

　商品及び製品の返品による損失に備えるため、過去の返品率等を勘案し、将来の

返品に伴う損失予想額を計上しております。
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(4）ポイント引当金

　ポイント制度に基づき顧客に付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度

末における将来利用見込額を計上しております。

(5) 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ております。

①　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。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

　過去勤務費用については、発生年度において一括償却しております。

　数理計算上の差異については、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（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理しております。

４．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、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。

５．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約については、振当

処理の要件を満たしている場合には振当処理、金利スワップ取引については、特例

処理の要件を満たしている場合には特例処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建債権債務及び外貨建予定取引

ｂ．ヘッジ手段……金利スワップ取引

ヘッジ対象……借入金

(3) ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程等を定めた社内管理規程に基づき、為替相場

変動リスク及び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

　外貨建予定取引に係る為替予約については、予定取引の主要な取引条件の予測可

能性及びその実行可能性を検討し、有効性の評価を行っております。

　なお、振当処理によっている外貨建債権債務に係る為替予約は振当処理の要件を

満たしていることを、特例処理によっている金利スワップ取引は特例処理の要件を

満たしていることを確認しており、その判定をもって有効性の評価に代えておりま

す。
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６．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(2) 退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類にお

けるこれらの会計処理の方法と異なっております。

＜追加情報＞

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28

年３月28日）を当事業年度から適用しております。

＜貸借対照表に関する注記＞

１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２．関係会社に対する短期金銭債権 19,659千円

関係会社に対する短期金銭債務 65,609千円

３．有形固定資産の減価償却累計額 6,923,612千円

＜損益計算書に関する注記＞

１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２．関係会社との取引高

有償支給高 393,115千円

仕入高 1,098,160千円

業務委託費 471,199千円

営業取引以外の取引高 21,769千円

３．ライセンス契約終了益

当社の「AIGLE（エーグル）」ブランドのライセンス事業につきましては、平成29年２月28

日を以ってエーグル・インターナショナル・エス・アーとのライセンス契約が期間満了とな

り、同年３月１日に株式会社ラコステ ジャパンに承継いたしました。これに伴い、当社が所

有する固定資産等の一部を同社に譲渡し、ライセンス契約終了益として計上しております。

（ 15 ）

個別注記表



４．減損損失

場所 用途 種類

旧大阪本社事務所西別館

（大阪府大阪市中央区）
共用資産

土地、建物（撤去費を含む）、工具、器具

及び備品

千葉県柏市他３件 店舗資産
建物、工具、器具及び備品、投資その他の

資産のその他（長期前払費用）

　当社は、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分により資産のグルーピング

を行っており、店舗資産及び賃貸用資産について個別物件をグルーピングの 小単位とし

ております。ただし、本社資産等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さな

いことから共用資産としております。

　旧大阪本社事務所西別館について、当事業年度において、共用資産から賃貸用不動産へ

の用途変更を決議したことに伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に226,778千円（土地197,600千円、建物（撤去費を含む）29,169千

円、工具、器具及び備品９千円）計上しております。また、店舗における営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスとなる見込である店舗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として特別損失に41,122千円（建物35,694千円、工具、器具及

び備品5,028千円、投資その他の資産のその他399千円）計上しております。

　なお、減損損失の測定における回収可能価額は、共用資産については不動産鑑定評価額

を基準とした正味売却価額によっております。また、店舗資産については使用価値によっ

ておりますが、将来キャッシュ・フローが見込まれないことから、当該店舗資産の帳簿価

額の全額を減損損失として計上しております。

５．特別退職金

中期構造改革に伴う早期退職優遇制度の特別募集を実施したことによるものであります。

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞

１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２．自己株式の種類及び総数に関する事項
（単位：株）

株 式 の 種 類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

自 己 株 式

普 通 株 式
（注）

16,840 431,535 － 448,375

合 計 16,840 431,535 － 448,375

（注）自己株式の増加431,535株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加431,000株、

単元未満株式の買取りによる増加535株であります。
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＜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

たな卸資産 5,534千円

投資有価証券 17,799千円

関係会社出資金 28,093千円

未払事業所税 7,286千円

未払事業税 17,529千円

未払費用 3,870千円

貸倒引当金 8,853千円

賞与引当金 25,302千円

返品調整引当金 5,544千円

ポイント引当金 12,639千円

退職給付引当金 23,988千円

長期未払金 3,614千円

電話加入権 7,303千円

減損損失 923,593千円

資産除去債務 17,505千円

繰越欠損金 146,139千円

その他 7,368千円

繰延税金資産小計 1,261,967千円

評価性引当額 △958,343千円

繰延税金資産合計 303,624千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △155,863千円

繰延ヘッジ損益 △977千円

有形固定資産 △3,842千円

繰延税金負債合計 △160,683千円

繰延税金資産（負債）の純額 142,940千円

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の主な差異原因別の内訳

法定実効税率 30.8％

（調整）

交際費等の永久差異 0.8％

住民税均等割 4.6％

評価性引当額 △3.9％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.4％

＜１株当たり情報に関する注記＞

１．１株当たり純資産額 830円98銭

２．１株当たり当期純利益 21円22銭
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