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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 

子会社株式 

該当事項はありません。 

その他有価証券 

該当事項はありません。 

(2) デリバティブ 

該当事項はありません。 

(3) たな卸資産 

商品 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方

法により算定） 

仕込品 総平均法による原価法（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） 

原材料 月別総平均法による原価法（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） 

貯蔵品 最終仕入原価法（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 10～20年 

構築物 10～20年 

機械装置 ８～９年 

工具器具備品 ３～６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。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく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については、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、 リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス ・ リース取引については、 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。 

(4) 長期前払費用 

    均等償却しております。 

  

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

を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 

(3) 役員賞与引当金 

役員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 

  

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

該当事項はありません。 

  

５．消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 
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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         7,126,018千円   

  

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く） 

  短期金銭債権   3,830千円  

  短期金銭債務 1,005,792千円  

 長期金銭債務 5,070,000千円  

 

損益計算書に関する注記 

１．親会社との取引高 

営業取引による取引高               

仕入高             8,736,858千円  

販管費及び一般管理費       1,057,825千円 

営業外収益            89,200千円 

営業外費用            47,618千円 

  

２．減損損失 

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として主として店舗ごとに資産のグルーピングを行っており、当事業年度において、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 種類 地域 件数 
減損損失 
（千円） 

店舗等 建物等 関東・甲信越 5 21,648 

  同上 北陸・東海  2 5,942 

  同上  近畿・中国 1 66,562 

  同上 九州・沖縄 1 3,148 

合計 9 97,300 
  

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最少単位として店舗ごとに資産のグルーピングを行っております。 

店舗の営業損益が継続してマイナス、又は、資産の市場価格が帳簿価額より著しく下落している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として特別損失に計上しております。 

 その種類ごとの内訳は以下のとおりであります。 

  建物 55,448 千円 

  機械装置 923 千円 

  工具器具備品 8,739 千円 

  リース資産 32,190 千円 

  合計 97,300 千円 

なお、当該資産グループの回収可能価額は主として使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フロー見積額を4.07％で割り引いて算

定しております。 

 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

１．当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数 

株式の種類 
当事業年度 

期首の株式数 

当事業年度増加

株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末の

株式数 

普通株式 6,000株 －株 －株 6,000株 

 

２．当事業年度の末日における自己株式の種類及び数 

該当事項はありません。 

 

３．剰余金の配当に関する事項 

 （１）配当金支払額等 

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 

2015年12月17日 

取締役会 
普通株式 862,408 143,734 2014年12月31日 2015年12月25日 
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税効果会計に関する注記 

１．繰延税金資産・負債の主な発生原因別内訳 

  繰延税金資産（流動）   

  未払事業税 28,646 千円 

  未払事業所税 6,849 千円 

  賞与引当金 35,962 千円 

  その他 18,214 千円 

  繰延税金資産（流動）計 89,671 千円 

      

  繰延税金資産（固定）   

  減損損失 165,298 千円 

  資産除去債務 375,014 千円 

  その他 1,890 千円 

 繰延税金資産（固定）小計 542,202 千円 

   評価性引当金 △2,454 千円 

 繰延税金資産（固定）計 539,748 千円 

   

  繰延税金負債（固定）   

  有形固定資産（資産除去債務見合）  109,612 千円 

  繰延税金負債（固定）計 109,612 千円 

  繰延税金資産（固定）の純額 430,136 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との間に重要な差異があるときの、 

当該差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  法定実効税率 36.74％ 

 （調整）  

  住民税均等割 1.72％ 

  交際費等永久に損金に算入されない項目 0.18％ 

  評価性引当額の増減 1.40％ 

  その他     ▲4.92％ 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.12％ 
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リースにより使用する固定資産に関する注記 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、 リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス ・ リース取引については、 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。 

 

１．リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内  28,793千円 

１年超  62,693千円 

合 計  91,486千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料  96,169千円 

減価償却費相当額  18,395千円 

支払利息相当額  2,866千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

５．利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 

 

 

 取得原価相当額 減価償却累計額相当額 減損損失累計額相当額 期末残高相当額 

リース資産 134,166 千円 39,718 千円 32,472 千円 61,975 千円 
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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 

  当社の資金運用については運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であります。 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

 敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、賃貸人の信用リスクに晒されております。 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク管理 

敷金及び保証金は、取引開始時に信用判定を行うとともに、契約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努めております。  

②流動性リスク管理 

借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。 

(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。 

  

 

２．金融商品の時価等に関する事項  

 当事業年度末における貸借対照表計上額、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まれておりません。 

  （単位：千円） 
  （単位：千円）  

  
 貸借対照表 
 計 上 額 時価 差額 

(1) 現金及び預金 756,052 756,052 － 

(2) 敷金  883,140 875,976 △7,164 

(3) 保証金 404,459 400,028 △4,431 

資産計 2,043,653 2,032,056 △11,595 

(1) 借入金（＊） 5,070,000 5,070,000 － 

負債計 5,070,000 5,070,000 － 

 

  （＊）借入金については短期借入金と長期借入金を合算しております。 

   （注１）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

資産 

(1) 現金及び預金、 

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。 

(2) 敷金、(3) 保証金 

主に店舗の賃借契約時に差入れている敷金及び保証金であり、償還予定時期を見積り、安全性の高い長期の債券の利回り

で割り引いた現在価値により算定しております。 

負債 

(1) 借入金 

          変動金利借入金であるため、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は借入実行後大きな変動はないことから、

時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。 

 

 

関連当事者との取引に関する注記 

親会社及び法人主要株主等 
      （単位：千円）  

属性 会社の名称 
議決権の所有
（被所有）割
合 

関係内容 取引の内容 
取引 
金額 

科目 
期末 
残高 

      役員の兼任等 事業上の関係         

親会社 
株式会社 
すかいら
ーく 

被所有 
直接 100％ 

兼任 ２名 資金の借入 資金の借入（注） 1,660,000 長期借入金 5,070,000

          借入金の返済  0 買掛金 888,626

          利息の支払  44,203 未払金 103,092

(注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

 資金の借入については、親会社の借入金利を勘案し、利率を合理的に決定しております。  

  
   

１株当たり情報に関する注記 

１．１株当たり純資産額 305,236.13円  

２．１株当たり当期純利益 162,418.29円  

  

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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退職給付に関する注記 

１．退職給付費用に関する事項 

  確定拠出年金への掛金支払額 93,163 千円 

  総合設立の厚生年金基金への拠出額 103,343 千円 

  退職給付費用計 196,506 千円 

  

資産除去債務に関する注記 

 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの  

１．当該資産除去債務の概要 

 店舗及び事業用資産の一部について土地又は建物所有者との間で不動産賃借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有

しているため、契約及び法令上の義務に関して資産除去債務を計上しております。 

  

２．当該資産除去債務の金額の算定方法  

 資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年から20年、割引率は0.74％から2.10％を採用しております。 

  

３．当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

 期首残高 1,032,585 千円 

 有形固定資産の取得に伴う増加額 71,962 千円 

 時の経過による調整額 14,440 千円 

 資産除去債務の履行による減少額 △47,213 千円 

 当事業年度末残高 1,071,774 千円 

  

 

その他 

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 


