
科　　目 科　　目

[資産の部] [負債の部]

流動資産 2,840,067,548 流動負債 1,805,125,842

現金および預金 1,402,045,737 買掛金 1,486,768,890

売掛金 1,363,798,166 一年以内に返済する

立替金 4,806,603 長期借入金 50,000,000

未収金 46,576,896 未払金 97,171,530

その他の流動資産 22,840,146 未払法人税等 2,232,700

繰延税金資産 未払消費税等 7,891,600

未払費用 60,641,935

固定資産 2,011,759,389 賞与引当金 84,218,000

 有形固定資産 1,594,975,789 預り金 16,201,187

建物 236,726,514 仮受金

構築物 62,141,213 固定負債 392,335,601

車両および運搬具 4,412,838 長期借入金 150,000,000

工具器具および備品 639,315,425 長期預り金 22,273,339

土地 534,330,527 退職給付引当金 220,062,262

建設仮勘定 118,049,272 　繰延税金負債

 無形固定資産 67,906,111 負 債 合 計 2,197,461,443

電話加入権 4,811,537 [純資産の部]

ソフトウェア 62,292,740 株主資本 2,646,352,094

施設利用権 801,834  資本金 100,000,000

 投資その他の資産 348,877,489  利益剰余金 2,546,352,094

投資有価証券 22,506,218 利益準備金 25,000,000

関係会社株式 132,123,914 別途積立金 1,060,000,000

預け金 57,821,178 繰越利益剰余金 1,461,352,094

　長期前払費用 28,564,422 評価・換算差額等 8,013,400

繰延税金資産 111,920,329  その他有価証券評価差額金 8,013,400

貸倒引当金 △4,058,572

純資産合計 2,654,365,494

資 産 合 計 4,851,826,937 負債および純資産の合計 4,851,826,937

貸　借　対　照　表
（２０２０年３月３１日現在）

( 単位 : 円 )

金　　額 金　　額



(重要な会計方針に係る事項)

１．棚卸資産の評価は、移動平均法に基づく原価法によっております。

２．有価証券の評価は、次の方法によっております。

投資有価証券

　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

　により算定しております。）

　ｂ．時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

関係会社株式 移動平均法に基づく原価法

３．固定資産の減価償却は、次の方法によっております。

有形固定資産(リース資産及び賃貸不動産を除く) 　定額法

有形固定資産(賃貸不動産) 　契約期間による定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 　定額法

　ただし、ソフトウェアについては、社内における

　利用可能期間（５年）による定額法

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

４．引当金の計上基準は、次のとおりであります。

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、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、回収不能見込み額を計

上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上し

ております。

　　役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期負担相当額を計

上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当会計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。

５．消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

注　記　表



（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

( 単位 : 株 )

当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 摘要

発行済株式

普通株式 ― ― 129,700

合計 ― ― 129,700

自己株式

普通株式 ― ― ― 

合計 ― ― ― 

２．配当に関する事項

　　　該当事項はありません。

― 

前期末株式数

129,700

129,700

― 



（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

　　　当社は短期的な預金等に限定して、資金運用を行っております。

　　　営業債権である受取手形及び売掛金に係る取引先の信用リスクは、各部門が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及び残高を管理することによりリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、

　　上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。

　　　営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。

　　　デリバティブは、外貨預金に係る為替の変動リスクを回避するために為替予約を利用し、投機的な取引は行いません。

　

２．金融商品の時価等に関する事項

　　　２０２０年３月３１日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、次表には含んでおりません。((注２)参照)

　　

( 単位 : 千円 )

貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額

(１)現金及び預金 1,402,045 1,402,045 －

(２)受取手形及び売掛金 1,363,798 1,363,798 －

(３)投資有価証券

　　　その他有価証券 19,026 19,026 －

(４)支払手形及び買掛金 (1,486,768) (1,486,768) －

(５)一年内返済予定の長期借入金 (50,000) (50,000) －

(６)長期借入金 (150,000) (150,000) －

　　　(*) 負債に計上されているものについては、（）で示しております。

(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

　(１)現金及び預金、並びに(２)受取手形及び売掛金

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価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)投資有価証券

　　　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

　(４)支払手形及び買掛金

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価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。

  (５)一年内返済予定の長期借入金、並びに（６）長期借入金

　　　　固定金利によるものであり、これらの時価については、元利金の合計額を同様に新規借入れを行った場合に

　　　　想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(注２)　非上場株式(貸借対照表計上額 135,603千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること

　　　　などができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(３)投資有価証券　その他有価証券」には

　　　　含めておりません。

（注３）　長期借入金の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年超 ２年超 ３年超

２年以内 ３年以内 ４年以内

長期借入金 50,000 50,000 50,000 50,000

合計 50,000 50,000 50,000 50,000

１年以内



（賃貸不動産に関する注記）

１．賃貸不動産の状況に関する事項

　　　当社では、尼崎市及びその他の地域において、賃貸用の車庫用地等(建物を含む。)を所有して

　　おります。これら賃貸不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりでありま

　　す。

( 単位 : 千円 )

前期末残高 当期増減額 当期末残高 当期末の時価

681,152 △34,820 646,332 1,269,641

（注１）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。

（注２）当期増減額のうち、減少額は次のとおりであります。

　　　　たつの市御津町土地売却　△9,557千円

　 　　　　姫路市網干区大光陸運事務所賃貸面積の減少　△5,207千円

　 　　　　減価償却　△20,055千円

（注３）当期末の時価は、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場

  　　　価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額

  　　　や指標を用いて調整した金額によっております。

貸借対照表計上額


