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第 130期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「連結注記表」････････････1 

計算書類「個別注記表」･･･････････････14 

第 130期定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、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、法令および当社定款第 15

条の規定に基づき、当社ホームページ（http://www.sumibe.co.jp）に掲載することに

より株主各位に提供しております。 

住友ベークライト株式会社 



1 

 

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等】 

１． 連結計算書類の作成基準 

 当社およびその子会社（以下、「当社グループ」といいます。）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（以下、「IFRS」といいます。）に準拠して作成しております。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おります。 

 

２． 連結の範囲に関する事項 

 連結子会社等の数 45社 

 主要な連結子会社の名称 

 秋田住友ベーク株式会社                 住ベシート防水株式会社 

 九州住友ベークライト株式会社                   川澄化学工業株式会社  

Sumitomo Bakelite Europe NV          Vyncolit NV 

Sumitomo Bakelite Europe (Barcelona), S.L.U.   Sumitomo Bakelite North America Holding, Inc. 

Durez Corporation                              Vaupell Holdings, Inc. 

  Sumitomo Bakelite North America, Inc.         南通住友電木有限公司 

  SNC Industrial Laminates Sdn. Bhd.             蘇州住友電木有限公司 

Sumitomo Bakelite Singapore Pte. Ltd.          住友倍克澳門有限公司    

  東莞住友電木有限公司                           台湾住友培科股份有限公司 

 Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd. 

 

前連結会計年度において持分法適用関連会社であった川澄化学工業株式会社については、株式の追加取得により子会社

となったため、同社および Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd.を含むその子会社２社を当連結会計年度の 10

月７日より連結の範囲に含めております。 

 

３． 持分法の適用に関する事項 

 該当事項はありません。 

 なお、前連結会計年度において持分法適用関連会社であった P.T. Pamolite Adhesive Industry については、当連結会

計年度中に保有株式を売却したことにより、持分法適用関連会社から除外しております。 

 

４． 会計方針に関する事項 

（１）企業結合 

企業結合は取得法を用いて会計処理しております。当社グループは、IFRS第３号「企業結合」で規定されている例

外を除き、取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資産、引き受けた負債および当社が発行する資本性金融

商品の取得日の公正価値の合計で測定しております。 

段階的に達成する企業結合の場合、当社が以前に保有していた被取得企業の持分は支配獲得日の公正価値で再測定

し、発生した利得または損失は純損益で認識しております。非支配持分の測定については、公正価値で測定するか、



2 

 

または被取得企業の識別可能な純資産の比例持分で測定するかを、取得日に個別の企業結合ごとに選択しております。 

移転された対価、従来保有していた被取得企業の資本持分の取得日公正価値および被取得企業のすべての非支配持

分の金額の総計が、取得した識別可能な資産および引き受けた負債の取得日の公正価値を超過する場合は、その超過

額をのれんとして認識しております。その差額が負の金額である場合には、直ちに純損益として認識しております。 

企業結合が生じた期間の末日までに企業結合の当初の会計処理が完了しない場合は、暫定的な金額で会計処理を行

っております。取得日から１年以内の測定期間において取得日時点に存在した事実および状況に関する新しい情報を

入手した場合は、暫定的な金額を遡及修正しております。 

企業結合を達成するために発生した取得関連コストは、発生時に純損益として認識しております。 

支配獲得後の持分の追加取得については、資本取引として会計処理しているため、当該取引からのれんは認識して

おりません。 

 

（２）デリバティブを除く金融資産の評価基準および評価方法 

    ① 金融資産 

  金融資産は、当初認識時において、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利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に分類しております。金融資産は、当社グループが当該金融資産

の契約当事者となった取引日に当初認識しております。金融資産は原則として、公正価値に、当該金融資産に直接帰属

する取引費用を加算した金額で当初測定しております。ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権は取引価格

で当初測定しております。また、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、その取引費用は発生時に純

損益で認識しております。 

金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または金融資産を譲渡し、当該金融資産

の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転している場合に認識を中止しております。 

 

(a) 償却原価で測定する金融資産 

次の条件がともに満たされる金融資産を償却原価で測定する金融資産に分類しております。 

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、

金融資産が保有されている。 

・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定

の日に生じる。 

当初認識後は、実効金利法を適用して測定しております。 

 

(b) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（負債性金融商品） 

次の条件がともに満たされる負債性金融商品は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商

品に分類しております。 

・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方のために金融資産を保有することを目的とする事業モデル

に基づいて、金融資産が保有されている。 

・金融資産の契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが特定

の日に生じる。 

当初認識後は公正価値で測定し、事後的な変動はその他の包括利益に含めて認識しております。当該資産を処

分した場合、その他の包括利益を通じて認識された利得または損失の累計額をその他の資本の構成要素から純損

益に組替調整額として振替えております。 
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(c) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（資本性金融商品） 

取引先との関係維持、強化などを目的として保有する株式等については、当初認識時にその他の包括利益を通

じて公正価値で測定する資本性金融商品に指定しております。 

当初認識後は公正価値で測定し、事後的な変動をその他の包括利益として認識しております。ただし、当該資

産から生じる配当金については、配当を受領する権利が確定した時点で金融収益として、純損益で認識しており

ます。また、当該資産を処分した場合および公正価値が著しく下落した場合にその他の包括利益を通じて認識さ

れた利得または損失の累計額をその他の資本の構成要素から利益剰余金へ振替えております。 

 

(d) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 

上記の償却原価で測定する金融資産またはその他の包括利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、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。 

当初認識後は公正価値で測定し、事後的な変動は純損益で認識しております。 

 

② 金融資産の減損 

償却原価で測定する金融資産およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（負債性金融商品）の

回収可能性について、期末日ごとに当該資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増大しているかどうかを判

定し、以下の金額で損失評価引当金を測定しております。信用リスクが著しく増大しているかどうかについては、金融

資産の債務不履行リスクの変化に基づいて判断しております。 

(a) 信用リスクの著しい増大が見受けられない場合 

 12ヶ月の予想信用損失と同額 

(b) 信用リスクの著しい増大が見受けられるが、信用減損は見受けられない場合 

 全期間の予想信用損失と同額 

(c) 信用リスクの著しい増大、信用減損がともに顕在化している場合 

 全期間の予想信用損失と同額 

ただし、重大な金融要素が含まれていない営業債権については、常に全期間の予想信用損失で損失評価引当金を

測定しております。 

債務不履行発生リスクの判断にあたっては、主に以下を考慮しております。 

 ・発行体または債務者の重大な財政的困難 

・利息または元本の支払不履行または延滞などの契約違反 

・債務者が破産または他の財務的再編成に陥る可能性が高くなったこと 

なお、金融資産の全体または一部分について回収できないと合理的に判断される場合は、当該金額を金融資産の

帳簿価額から直接減額しております。 

 

（３）デリバティブおよびヘッジ会計 

当社グループは、為替リスクや金利リスクをそれぞれヘッジするために、為替予約、金利スワップ契約等のデリバテ

ィブを利用しております。これらのデリバティブは、公正価値で当初測定し、その後も公正価値で再測定しておりま

す。 

ヘッジ会計の適用にあたっては、ヘッジ取引開始時に、ヘッジ対象とヘッジ手段の対応関係ならびにヘッジの実施

についてのリスク管理目的および戦略に関して、公式に指定し文書を作成しております。その文書は、ヘッジ手段の特

定、ヘッジの対象となる項目または取引、ヘッジされるリスクの性質およびヘッジされたリスクに起因するヘッジ対

象の公正価値またはキャッシュ・フローの変動に対するエクスポージャーを相殺するに際してのヘッジ手段の有効性

の評価方法が含まれます。ヘッジ有効性の継続的な評価は、各期末日またはヘッジ有効性の要求に影響を与える状況

の重大な変化があったときのいずれか早い方に行っております。 

キャッシュ・フロー・ヘッジに指定されたデリバティブは、ヘッジ手段であるデリバティブの公正価値変動のうち有
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効なヘッジと判定される部分は、その他の包括利益に認識しております。ヘッジ有効部分以外は純損益で認識してお

ります。 

その他の包括利益に認識した金額は、予定取引のヘッジがその後において非金融資産または非金融負債の認識を生

じさせるものである場合、または非金融資産もしくは非金融負債に係るヘッジされた予定取引が公正価値ヘッジの適

用される確定約定となった場合、その他の包括利益に認識した金額を当該非金融資産または非金融負債の当初の帳簿

価額に含めております。 

上記以外のキャッシュ・フロー・ヘッジは、ヘッジされた予想将来キャッシュ・フローが純損益に影響を与える会計

期間においてその他の資本の構成要素から純損益に振替えております。ただし、当該金額が損失であり、当該損失の全

部または一部が将来の期間において回収されないと予想する場合は、回収が見込まれない金額を直ちに純損益に振替

えております。 

ヘッジ手段が消滅、売却、終了または行使された場合、ヘッジがヘッジ会計の要件を満たしていない場合は、ヘッジ

会計を将来に向けて中止しております。予定取引の発生がもはや見込まれない場合は、その他の包括利益に認識した

金額は、直ちにその他の資本の構成要素から純損益に振替えております。 

 

（４）棚卸資産の評価基準および評価方法 

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。正味実現可能価額は、通常の

事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価および見積販売コストを控除した額であります。取得原

価は、主として加重平均法に基づいて算定されており、購入原価、加工費および現在の場所および状態に至るまでに

要したすべてのコストを含んでおります。 

 

（５）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およ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コスト、解体・除去および土地の原状回復コスト、および資産計上すべ

き借入コストが含まれております。 

土地および建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上されており

ます。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は次のとおりであります。 

・建物及び構築物     ５－60年 

・機械装置及び運搬具 ４－12年 

なお、見積耐用年数、残存価額および減価償却方法は、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。 

 

（６）無形資産 

  ① のれん 

当社グループは、のれんを取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持分の認識額を含む譲渡対価の公正

価値から、取得日時点における識別可能な取得資産および引受負債の純額(通常、公正価値)を控除した額として測

定しております。 

のれんの償却は行わず、毎期または減損の兆候が存在する場合には、その都度、減損テストを実施しております。  

のれんの減損損失は連結損益計算書において認識され、その後の戻入れは行っておりません。 

また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上されます。 

  

② その他の無形資産 

のれん以外の無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。 

当初認識後は、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および減損損失累

計額を控除した帳簿価額で計上しております。主要な無形資産の見積耐用年数は次のとおりであります。なお、耐

用年数を確定できない無形資産はありません。 
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ソフトウエア 社内利用可能期間（５年） 

 

なお、見積耐用年数、残存価額および償却方法は、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。 

 

（７）リース 

当社グループは借手としての全てのリース取引について使用権資産およびリース負債を計上しておりますが、短期

リースおよび少額資産のリースについては、使用権資産およびリース負債を認識しないことを選択しております。ま

た、短期リースおよび少額資産のリース料は他の規則的な方法により利用者の便益のパターンがより適切に表される

場合を除いて、リース期間にわたり定額法によって費用として計上しております。 

 

  ① 使用権資産 

使用権資産は取得原価で当初測定しており、取得原価は、リース負債の当初測定の金額、当初直接コスト、原資産の

解体ならびに除去および原状回復コストの当初見積額等で構成されております。 

当初認識後は、原資産の所有権がリース期間の終了時までに移転される場合、または使用権資産の取得原価が購入

オプションを行使することが合理的に確実である場合には、原資産の見積耐用年数で、合理的に確実でない場合には

リース期間と使用権資産の見積耐用年数のいずれか短い期間にわたって定額法により減価償却を行っております。 

 

        ② リース負債 

リース負債は、リース開始日現在で支払われていないリース料をリースの計算利子率を用いて割り引いた現在価値

で当初測定しております。リースの計算利子率が容易に算定できない場合には、借手の追加借入利子率を用いており、

一般的に当社グループは追加借入利子率を割引率として使用しております。リース負債の測定に際しては、実務上の

便法を適用し、リース要素とこれに関連する非リース要素は区分せず、単一のリース構成要素として認識することを

選択しております。 

リース負債は、リース負債に係る金利を反映するように帳簿価額を増額し、支払われたリース料を反映するように

帳簿価額を減額することにより事後測定しており、連結財政状態計算書上、その他の金融負債に含めて表示しており

ます。 

 

（８）引当金の計上基準 

   引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが現在の法的また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。引当金は、その影響に重要性がある場合には、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値お

よび当該負債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。 

 

（９）退職給付に係る会計処理の方法 

当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を運営しております。 

当社グループは、確定給付制度債務の現在価値および関連する当期勤務費用ならびに過去勤務費用を、予測単位積

増方式を用いて算定しております。 

 



6 

 

割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間をもとに割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点

の優良社債の市場利回りに基づき算定しております。 

確定給付制度に係る負債または資産は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除して算定して

おります。 

確定給付制度の再測定額は、発生した期においてその他の包括利益として一括認識し、直ちにその他の資本の構成

要素から利益剰余金に振替えております。 

過去勤務費用は、発生した期の純損益として処理しております。 

確定拠出制度への拠出に係る費用は、従業員がサービスを提供した期間に費用として認識しております。 

 

（10）収益の計上基準 

以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。 

ステップ１：顧客との契約を識別する。 

ステップ２：契約における履行義務を識別する。 

ステップ３：取引価格を算定する。 

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。 

ステップ５：履行義務の充足時に収益を認識する。 

当社グループは、半導体関連材料、高機能プラスチックおよびクオリティオブライフ関連製品の製造販売等を主な

事業としており、このような製品販売につきましては、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得

することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点で収益を認識しております。また、収益

は顧客への財の移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識しており、値引、割戻しおよび付加

価値税等の税金を控除後の金額で測定しております。 

 

（11）重要な外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準 

① 外貨建取引 

外貨建取引は、取引日の為替レートで機能通貨に換算しております。 

期末日における外貨建貨幣性資産および負債は、期末日の為替レートで機能通貨に換算しております。 

公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産および負債は、当該公正価値の測定日における為替レートで機能通貨に

換算しております。 

換算または決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。ただし、その他の包括利益を通じて公

正価値で測定する資本性金融商品、およびキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額のうち有効部分について

は、その他の包括利益として認識しております。 

 

② 在外営業活動体の財務諸表 

在外営業活動体の資産および負債については期末日の為替レート、収益および費用については期中の為替レートが

著しく変動していない限り平均為替レートを用いて日本円に換算しております。在外営業活動体の財務諸表の換算か

ら生じる換算差額は、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動体を処分した場合は、その在外営業

活動体に関連する累積換算差額を処分した期の純損益に振替えております。 

 

（12）消費税等の会計処理の方法 

   税抜方式によっております。 

 

           

   

          



7 

 

【会計方針の変更に関する注記】 

 当社グループが、当連結会計年度より適用している主な基準書は、以下のとおりです。 

基準書 基準名 新設・改訂の概要 

IFRS 第９号 

IAS 第 39号 

IFRS 第７号 

金融商品 

金融商品：認識及び測定 

金融商品：開示 

IBOR 改革によって引き起こされる不確実性の潜在的な影響を

軽減するために、特定のヘッジ会計の要件を改訂 

経過規定に準拠して適用しており、上記の基準書の適用が連結計算書類に与える重要な影響はありません。 

 

 

【会計上の見積りに関する注記】 

（１）非金融資産の回収可能価額の見積り 

   ① 当連結会計年度に係る連結財政状態計算書における計上額 

                             （単位：百万円） 

 当連結会計年度 

有形固定資産 98,507 

使用権資産 6,641 

のれん 1,197 

その他の無形資産 2,652 

 

 ② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

 回収可能価額は使用価値または公正価値により算定しております。使用価値の測定は割引後将来キャッシュ・フロ 

 ーを基礎としており、公正価値の測定はマーケットアプローチによっております。将来キャッシュ・フローは過去の 

 経験と外部の情報を元に作成され経営陣によって承認された事業計画を基礎としております。 

  実際のキャッシュ・フローが仮定と異なる場合および割引率が変動した場合は、回収可能価額が変動し、翌連結会 

 計年度の連結計算書類において有形固定資産、使用権資産、のれん、その他の無形資産の計上額に重要な影響を与え 

 る可能性があります。 

 

（２）退職給付に係る資産および負債の見積り 

① 当連結会計年度に係る連結財政状態計算書における計上額 

                                                         （単位：百万円） 

 当連結会計年度 

退職給付に係る資産 4,207 

退職給付に係る負債 4,611 
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② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

当社グループは、従業員の退職給付制度として確定給付制度と確定拠出制度を運営しております。 

  退職給付に係る資産および負債の算定方法については、「４.会計方針に関する事項（９）退職給付に係る会計処理の 

方法」に記載のとおりであります。 

  退職給付に係る資産および負債は、数理計算上の仮定に基づいて算出しております。この仮定には、割引率、死亡 

率等が含まれております。割引率は、期末日時点における将来の給付支払見込日までの期間をもとに割引期間を設定 

し、優良社債の市場利回りに基づいて設定しております。 

  前提となる仮定の見直しが必要となる場合は、翌連結会計年度の連結計算書類において、退職給付に係る資産およ 

び負債の計上額に重要な影響を与える可能性があります。 

 

（３）繰延税金資産の回収可能性の見積り 

① 当連結会計年度に係る連結財政状態計算書における計上額 

                        （単位：百万円） 

 当連結会計年度 

繰延税金資産 2,622 

繰延税金負債 8,682 

 

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期および金額によって見積っております。 

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所

得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、繰延税金資産の計上額に

重要な影響を与える可能性があります。 

 

 （４）新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り 

 当連結会計年度において、当社グループでは事業によっては新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上収

益の減少等が見られたものの、各国政府の経済対策や市場の回復を背景に、現時点では収益基盤に著しい影響はあ

りません。 

 2022年３月期においても当該状況が継続するとの仮定を置き、非金融資産の回収可能価額、繰延税金資産の回収

可能性等に係る会計上の見積りを行っております。 

 ただし、今後の状況によっては、翌連結会計年度の当社グループの経営成績および財政状態に影響を与える可能

性があります。 
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【連結財政状態計算書に関する注記】 

１．資産から直接控除した損失評価引当金 

  営業債権及びその他の債権    132百万円 

  その他の金融資産        1,940百万円 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額および減損損失累計額 

                 239,284百万円 

 

 

【連結持分変動計算書に関する注記】 

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類および総数 

 普通株式       49,590,478 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 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

2020年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 1,412 30.00 2020年３月31日 2020年６月25日 

2020年10月30日 

取締役会 
普通株式 1,412 30.00 2020年９月30日 2020年12月１日 

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

2021 年６月 24日開催予定の第 130 期定時株主総会において、次のとおり付議いたします。 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

2021年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 2,118 利益剰余金 45.00 2021年３月31日 2021年６月25日 

 

 

【金融商品に関する注記】 

（１） 金融商品の状況 

当社グループは、経営活動を行う過程において、信用リスク、流動性リスク、市場リスク（為替リスク、金利リス

ク、市場価格の変動リスク）等の様々な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。また、デリバティブ取引については限度額を実需の範囲とする方針であります。 

(ア)信用リスク 

当社グループは、保有する金融資産の相手先の債務が不履行になることにより、主に営業債権（売掛金、受取手

形等）および営業債権以外の債権（貸付金等）が回収不能になるリスクに晒されております。 

当社は債権管理について定めた営業債権管理規程に従い、営業債権について主要な取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による取引先の信用リスク

の早期把握や軽減を図っております。 

連結子会社においても、当社の営業債権管理規程に準じて、同様の管理を行っております。 
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デリバティブ取引は、取引先が信用力の高い金融機関のみであることから、信用リスクは限定的であります。 

 

(イ)流動性リスク 

流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払

を実行できなくなるリスクであります。 

当社グループでは、定期的に資金計画を作成・更新するとともに、手元資金とコマーシャル・ペーパー等により、

適切な手元流動性を確保することで流動性リスクを管理しております。 

 

(ウ)市場リスク 

① 為替リスク 

当社グループは、国際的に事業活動を行っており、米ドルを中心とした為替リスクに晒されております。 

当社および一部の連結子会社は、為替リスクを回避する目的で、為替予約取引および金利通貨スワップ取引

を利用しております。ヘッジ会計の要件を満たす取引については、ヘッジ会計を適用しております。  

なお、当社グループは、取引の対象物の価格変動に対する当該取引の時価変動率が大きい取引(レバレッジの

効いたデリバティブ取引)は利用しておりません。 

② 金利リスク 

当社グループは、変動金利による資金調達を行っているため、金利リスクに晒されております。 

当社グループは、金利リスクを回避する目的で、金利スワップおよび金利通貨スワップを利用しておりま

す。また、ヘッジ会計の要件を満たす取引については、ヘッジ会計を適用しております。 

③ 市場価格の変動リスク 

当社グループは、資本性金融商品から生じる株価の変動リスクに晒されております。 

当社グループは、 市場価格の変動リスクを抑制するために、定期的に時価や取引先企業の財務状況等を把握

し、取引先企業との関係を勘案して保有状況の継続的な見直しを行っております。 

 

（２） 金融商品の公正価値 

 当連結会計年度末における帳簿価額および公正価値については、次のとおりであります。なお、帳簿価額が公正価値、

または公正価値の合理的な近似値となっている金融商品は、次の表に含めておりません。 

 

              帳簿価額        公正価値 

負債： 

償却原価で測定する金融負債 

 借入金        71,865百万円      72,092百万円 

 

借入金 

借入金は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の契約を実行し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。 
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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   4,254円 48銭 

基本的１株当たり当期利益       280円 46銭 

 

 

【その他の注記】 

（企業結合関係） 

（川澄化学工業株式会社の子会社化） 

当社は 2020 年 10 月７日付で川澄化学工業株式会社を連結子会社化し、その後 10 月 30 日付で株式の 100％を取得い

たしました。第３四半期連結会計期間においては、当該企業結合に係る取得資産および引受負債の公正価値測定を実施

中であり、取得対価の配分および負ののれんの金額は確定しておらず、暫定的な会計処理を行っておりましたが、当第

４四半期連結会計期間に確定しております。なお、負ののれんの金額について修正はありません。 

 

（１）企業結合の概要 

 ①被取得企業の名称：川澄化学工業株式会社 

 ②事業内容：医療機器・医薬品の開発・製造・販売 

 ③支配の獲得方法：株式の取得 

 ④取得日：2020年 10月７日 

 ⑤取得後の議決権所有割合 

  取得日直前の所有割合   23.04％ 

  追加取得した所有割合   76.96％ 

  追加取得後の所有割合  100.00％ 

 ⑥取得対価およびその内訳 

 現金        27,038百万円 

 取得対価の合計     27,038百万円 

 

（２）企業結合を行った主な理由 

当社は、成長領域における積極的なＭ＆Ａ等を基本戦略の一つとして掲げており、特にクオリティオブライフ関連製

品のヘルスケア分野においては、成長領域である血管内治療や内視鏡治療等の低侵襲分野で先進的な新製品を投入し事

業拡大を進めております。川澄化学工業株式会社も同様に、低侵襲の先端医療機器の研究開発に注力しており、両社と

もに当該分野を強化していく方針で一致しております。厳しい事業環境の中でより一層プレゼンスを高め、両社の企業

価値を向上させていくためにも、川澄化学工業株式会社を完全子会社化し、低侵襲治療分野における同社との協業を早

期に推し進めてあらゆるシナジー効果を発揮することが必要不可欠であると判断いたしました。 

 

（３）取得関連費用 

当該企業結合に係る取得関連費用は、322 百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上してお

ります。 
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（４）企業結合日に取得した資産・負債の公正価値および負ののれん 

                  公正価値（単位：百万円） 

現金及び現金同等物         21,191 

営業債権及びその他の債権       4,962 

棚卸資産               4,494 

その他の流動資産            420 

有形固定資産            10,524 

使用権資産                943 

その他の無形資産            326 

その他                4,630 

資産合計                   47,489 

営業債務及びその他の債務        4,261 

その他                3,926 

負債合計             8,188 

支払対価（現金）               27,038 

既存持分の公正価値              4,101 

取得対価の合計             31,139 

非支配持分                         61 

負ののれん                      8,101 

 

取得した資産および引き受けた負債の純額が株式の取得原価を上回ったため、非支配持分を除いた差額 8,101百万円

を連結損益計算書の「その他の収益」に計上しております。 

 

（５）段階取得に係る差損 

当社が取得日以前に保有していた川澄化学工業株式会社に対する資本持分を取得日の公正価値で再測定した結果、 

4,101 百万円となり、当該企業結合により 4,598 百万円の段階取得に係る差損を認識しております。この金額は連結損

益計算書の「金融費用」に計上しております。 

 

（６）被取得企業の売上収益および純利益 

当連結会計年度の連結損益計算書で認識されている取得日以降の被取得企業の売上収益および親会社の所有者に帰

属する当期利益は売上収益 10,337 百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益 515百万円です。 

 

（７）企業結合が期首に行われたと仮定した場合 

企業結合が期首に行われたと仮定した場合、当連結会計期間の連結損益計算書における売上収益は 219,713 百万円、 

親会社の所有者に帰属する当期利益は 13,607 百万円となります。なお、当該情報は監査法人の監査を受けておりませ

ん。 
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  連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書および連結注記表の記載金額は、百万円未満を四捨五入

しております。 
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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．資産の評価基準および評価方法 

（１）有価証券 

子会社株式および関連会社株式・・・・・・ 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）・・・・・決算期末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

により算定しております） 

その他有価証券（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 

時価法 

（３）棚卸資産 

製品・半製品・仕掛品・原料品・・・・・・ 移動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） 

貯蔵品・・・・・・・・・・・・・・・・・ 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） 

定額法によっております。 

（２）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。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 

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。 

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計算した額

を、貸倒懸念債権および破産更生債権等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 ・・・・・従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 

（３）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および年金資産の見

込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

事業年度末において、年金資産見込額が退職給付債務見込額を超過している場合は、超過

額を前払年金費用として計上しております。 

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。 

なお、数理計算上の差異および過去勤務費用は、発生した年度において一括損益処理して

おります。 

（４）環境対策引当金 ・・・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、今後発生が

見込まれるＰＣＢ廃棄物の処理費用の支払に備えるため、その所要見込額を計上しておりま

す。 
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４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（１）ヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワップは、特例処理を採用しております。一体処理（特例処理、振当処理）

の要件を満たしている金利通貨スワップは、一体処理を採用しております。また、当事業年度末より、「LIBORを参照

する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第 40 号 2020 年９月 29 日）の適用範囲に含まれるヘッ

ジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められる特例的な取り扱いを適用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段)   (ヘッジ対象) 

金利スワップ    借入金 

金利通貨スワップ   外貨建借入金 

③ ヘッジ方針  

デリバティブ取引の限度額を実需の範囲とする方針であり、投機目的によるデリバティブ取引は行わないこととし

ております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金利スワップおよび一体処理によっている金利通貨スワップについては、有効性の判定を省

略しております。 

（２）消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理の方法は、税抜き方式によっております。 
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【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」（企業会計基準第 31号 2020年３月 31日）を当事業年度の年度末に係る

計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。 

 

【会計上の見積りに関する注記】 

（１）退職給付引当金（前払年金費用） 

当事業年度に係る貸借対照表における計上額 3,764百万円 （前払年金費用） 

当社は、従業員の退職給付制度として確定給付企業年金制度を運用しております。 

算定方法、主要な仮定および翌事業年度の計算書類の影響については、連結計算書類に記載しておりますので省

略いたします。 

（２）繰延税金資産 

当事業年度に係る貸借対照表における計上額 4,014百万円 （繰延税金負債） 

うち繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産計上額 2,084百万円  

算定方法、主要な仮定および翌事業年度の計算書類の影響については、連結計算書類に記載しておりますので省

略いたします。 

（３）新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り 

当事業年度において、当社では事業によっては新型コロナウイルス感染拡大の影響により、売上収益の減少等が

見られたものの、各国政府の経済対策や市場回復を背景に、現時点では収益基盤に著しい影響はありません。 

2022年３月期においても当該状況が継続するとの仮定を置き、繰延税金資産の回収可能性等に係る会計上の見

積りを行っております。ただし、今後の状況によっては、翌事業年度の当社の経営成績および財政状態に影響を与

える可能性があります。 

 

【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    93,710百万円 

２． 有形固定資産の圧縮記帳累計額     8,775百万円 

３． 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短 期 金 銭 債 権   12,266百万円 

長 期 金 銭 債 権    1,505百万円 

短 期 金 銭 債 務    7,156百万円 

 

【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 

売 上 高   13,233百万円 

仕 入 高   21,029百万円 

営 業 取 引 以 外 の 取 引 高    1,170百万円 

 

【株主資本等変動計算書に関する注記】 

当事業年度末における自己株式数 普通株式       2,532,997 株 
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【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） 

関係会社株式評価損       6,526百万円 

貸倒引当金          582百万円 

減損損失          539百万円 

賞与引当金          501百万円 

繰越税額控除          378百万円 

退職給付信託実際運用収益        351百万円 

退職給付信託拠出株式         310百万円 

未払費用          196百万円 

投資有価証券評価損         192百万円 

棚卸資産評価損         179百万円 

未払事業税          130百万円 

ソフト償却超過額          80百万円 

ゴルフ会員権評価損          78百万円 

現物未処分資産          53百万円 

その他          188百万円 

繰延税金資産 小計      10,291百万円 

評価性引当額          △  8,207百万円 

繰延税金資産 合計       2,084百万円 

 

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金      3,696百万円 

前払年金費用        1,151百万円 

退職給付信託拠出株式返還時益金        490百万円 

その他          760百万円 

繰延税金負債 合計       6,099百万円 

繰延税金資産の純額          △   4,014百万円 

 

【１株当たり情報に関する注記】 

１ 株 当 た り 純 資 産 額      2,461円 44銭 

１ 株 当 た り 当 期 純 損 失        248円 69銭 
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（追加情報） 

会社分割（簡易吸収分割） 

当社は、2021年３月 31日開催の取締役会において、2021年 10月１日（予定）を効力発生日として、当社の医療

機器事業を当社の完全子会社である川澄化学工業株式会社（以下、「川澄化学工業」といいます。）に承継させる会

社分割（以下、「本吸収分割」といいます。）を行うことを決議しました。 

 

１．本吸収分割の目的 

当社は、ヘルスケア分野を創生領域の一つとして位置付けており、その中でも医療機器事業では、成長領域である

血管内治療や内視鏡治療等の低侵襲治療分野において、先進的な製品を市場に投入し積極的な展開を図ることなどに

より、事業規模の拡大を目指してまいりました。 

本吸収分割を通じて、両社の注力する低侵襲治療分野をはじめとする次世代医療機器製品の研究開発を強化・加速

させるとともに、生産・販売体制等のビジネス効率化を行うことでさらなる事業拡大を図り、将来に向けて医療機器

業界におけるプレゼンスの拡大を目指していくものであります。 

 

２．本吸収分割の要旨 

（１）本吸収分割の効力発生日 

2021年 10月１日（予定） 

 

（２）会社分割の方式 

当社を吸収分割会社とし、川澄化学工業を吸収分割承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）です。 

 

（３）吸収分割に係る割当ての内容 

本吸収分割は、当社と完全子会社との吸収分割であるため、株式の割当てその他の金銭等の交付は行いません。 

 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表の百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨

てて表示しております。 

 


