
平成29年６月12日

株 主 各 位
　
　

第６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

第６期 (平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)
　
　

連結計算書類の連結注記表
　

計算書類の個別注記表

　

ゼニス羽田ホールディングス株式会社

当社は、第６回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及び計算書類の個別注記表につきまして

は、法令及び定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェ

ブサイト（http://www.zenith-haneda.com）に掲載することにより株主

の皆様に提供しております。
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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．連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数及び連結子会社の名称

　連結子会社の数 　６社

　連結子会社の名称

ゼニス羽田株式会社、株式会社ウイセラ、北関コンクリート工業株式会

社、ゼニス建設株式会社、東北羽田コンクリート株式会社、株式会社ハ

ネックス・ロード

(2)主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

株式会社新生産業、ゼニス羽田テクノ株式会社

連結範囲から除いた理由

非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(3)議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち子会社としな

かった会社等の名称等

該当事項はありません。

(4)支配が一時的であることと認められること等により、連結の範囲から除かれた

子会社の財産又は損益に関する事項

該当事項ありません。

２．持分法の適用に関する事項

(1)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数 ２社

主要な関連会社の名称

株式会社エヌエクス、大東ハネダ株式会社

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

株式会社新生産業、ゼニス羽田テクノ株式会社

持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除

いても、連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
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(3)議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有している会

社等のうち関連会社としなかった会社等の名称等

該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

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 有価証券の評価基準及び評価方法

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)

　時価のないもの

　移動平均法による原価法

② デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)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

　評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっておりま

す。

1．商品、製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品…総平均法

2．未成工事支出金…個別法

(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)

1．定率法によっております。

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)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、定額法によっております。

2．取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償

却資産として３年間で均等償却する方法によっております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用の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、それ以外の無形固定資産については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、残存価格を零とする定額法によっておりま

す。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始

日が平成20年３月31日以前の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。
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④ 長期前払費用

均等償却によっております。

　なお、主な償却期間は、５年であります。

(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

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当

連結会計年度に見合う分を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

一部の連結子会社においては、役員の退職慰労金の支払いに充てるため、

内規に基づく連結会計年度末要支給額の全額を計上しておりましたが、平成

22年６月25日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度廃止に伴う打

ち切り支給が決議されました。

　なお、当該制度廃止までの在任期間に対応する打ち切り支給見込額につい

ては、役員退職慰労引当金に計上しております。

④ 工場閉鎖損失引当金

連結子会社の工場閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、当該損失見込額

を計上しております。

(4)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、期間定額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

発生時の連結会計年度に費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退

職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便

法を適用しております。

(5)重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比

例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
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(6)その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き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。

③ 繰延資産の処理方法

社債発行費については、支出時に全額費用処理しております。

④ のれんの償却方法及び償却期間

のれん及び平成23年３月31日以前に発生した負ののれんは、20年以内の合

理的な償却期間を設定し定額法により償却しております。

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、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例

処理によっております。

2．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金の変動金利

3．ヘッジ方針

金利スワップ取引は、借入金の変動金利が将来上昇した場合における

変動リスクを回避することを目的に行っており、投機目的の取引は行わ

ない方針であります。

4．ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定であります。

　従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしているので決算日に

おける有効性の評価を省略しております。

　

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度

に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償

却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
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(連結貸借対照表に関する注記)

１．担保に供している資産及び担保付債務

(1)担保に供している資産

建物及び構築物 347,025 千円
土地 4,731,174 千円

計 5,078,199 千円

(2)担保付債務

短期借入金 400,000 千円
長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む) 836,721 千円
被保証債務 628,000 千円

計 1,864,721 千円

２．有形固定資産の減価償却累計額

14,893,473 千円

３．保証債務及び手形遡及債務等
　

(1)連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証

を行っております。

近畿ヒューム管工業協同組合 90,130 千円
大東ハネダ株式会社 238,750 千円

(2)受取手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 3,789 千円

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 46,184,502 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

平成28年６月29日
定時株主総会

普通株式 266 7.00
平成28年
３月31日

平成28年
６月30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

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

平成29年６月29日
定時株主総会

普通
株式

301
利益
剰余金

8.00
平成29年
３月31日

平成29年
６月30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、主にコンクリート製品の製造販売事業を行うための設備投資

計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入や社債発行)を調達しております。一

時的な余資は安全性の高い銀行預金で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借

入により調達しております。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避す

るために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

(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。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式で

あり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、従業員に対し長期貸付

を行っております。

　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

あります。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設

備投資及び営業取引に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済期限は決

算日後、最長で６年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の

変動リスクに晒されていますが、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、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引

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、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の

「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧

下さい。

(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等に係るリスク)の管理

当社グループは、社内規程に従い、営業債権について、営業部門が主要な取

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

るとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお

ります。

　投資有価証券は、上場株式について定期的に時価の把握を行っております。

　デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減

するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

　当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクにさらされ

る金融資産の貸借対照表価額により表わされています。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金

利スワップ取引を利用しております。

　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)の財務状況等
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を把握し、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。

　デリバティブ取引の実行及び管理は、管理本部担当役員決裁の下、管理本部

が行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク)の管理

当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により

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は変

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もあります。

(5)信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち特定の大口顧客に対するもの

はありません。

２．金融商品の時価等に関する事項

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)参照)。

(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 5,224,742 5,224,742 ―

(2)受取手形及び売掛金 6,902,360 6,902,360 ―

(3)投資有価証券

　 その他有価証券 625,930 625,930 ―

(4)長期貸付金 71,705

　 貸倒引当金(*) △61,675

10,029 10,951 922

資産計 12,763,062 12,763,984 922

(1)支払手形及び買掛金 3,504,473 3,504,473 ―

(2)短期借入金 760,000 760,000 ―

(3)社債 628,000 628,000 ―

(4)長期借入金 881,721 876,806 △4,914

(5)リース債務 84,620 80,074 △4,546

負債計 5,858,814 5,849,354 △9,460

(*)長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
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(注１)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金

これらはすべて短期で決済されるため、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)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、その他は取

引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。

(4)長期貸付金

当社では、長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信

管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利

回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価

値により算定しております。また、貸倒懸念債権については、同様の割引

率により見積キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証に

よる回収見込額等により、時価を算定しております。

負 債

(1)支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金

これらはすべて短期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)社債

当社グループの発行する社債の時価は、市場価格がないため、元利金の

合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた

現在価値により算定しております。

(4)長期借入金、並びに(5)リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、

リース取引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 156,049

上記については、市場価格がなく、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」には含めておりません。
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(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 5,224,742 ― ― ―

受取手形及び売掛金 6,902,360 ― ― ―

投資有価証券

その他有価証券のう
ち満期があるもの

― ― ― ―

長期貸付金 1,899 4,951 2,824 62,031

合計 12,129,002 4,951 2,824 62,031

(注４)社債、長期借入金、リース債務及びその他有利子負債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

短期借入金 760,000 ― ― ― ― ―

社債 302,000 202,000 114,000 10,000 ― ―

長期借入金 482,182 160,279 81,788 55,508 51,988 49,976

リース債務 32,233 18,237 13,586 9,580 5,925 5,056

合計 1,576,415 380,516 209,374 75,088 57,913 55,032

(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

当社グループは、東京都及びその他の地域において遊休資産及び賃貸用不動産

を有しております。平成29年３月期における当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は

214,721千円(賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上)であります。

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 連結決算日における時価

2,050,183 3,803,303

(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及び減損損失累計額

を控除した金額であります。

　 2．時価の算定方法

　 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を用いて

調整した金額によっております。
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(１株当たり情報に関する注記)

１．１株当たり純資産額 327円50銭

２．１株当たり当期純利益 32円67銭
　

(重要な後発事象に関する注記)

鶴見コンクリート株式会社との資本提携内容の決定

当社は、平成29年３月16日付にて、鶴見コンクリート株式会社（以下「鶴見コン

クリート」という）との間で経営統合を視野にいれた包括的業務提携を締結しまし

たが、平成29年５月22日に下記内容にて資本提携を行う事を決定いたしました。
　
１．資本提携の目的

　業務提携を進めていく上での両社の安定した信頼関係を構築するため。
　
２．資本提携の内容

(1)当社は、鶴見コンクリートの普通株式200,000株(議決権比率の20.7%）を取得

します。

(2)鶴見コンクリートは、当社が取得した鶴見コンクリート株式の概ね取得見合い

金額にて、当社普通株式を市場から取得します。鶴見コンクリートが取得する

当社株式は、当社発行済株式総数の5%未満であります。

(3)(1)の取引は、平成29年5月26日付けで完了しており、(2)の取引に関しては、

平成29年6月末までに完了する予定です。
　
３．今後の見通し

この資本提携が、平成30年3月期業績に与える影響は軽微ですが、中長期的には

両社の業績向上に資するものと考えております。

　本資本提携により、鶴見コンクリートは持分法適用関連会社となりますが、経

営統合に向けた具体的事項については、今後協議してまいります。
　
４．資本提携先の相手先の概要

　名 称 鶴見コンクリート株式会社

　 所在地 神奈川県横浜市鶴見区中央三丁目10番44号

　 代表者 代表取締役社長 伊藤 伸泰

　 事業内容 コンクリート製品の製造・販売

　 資本金 100百万円

　 設立年月 昭和24年4月2日

　 売上高 1,223百万円(平成28年5月期)

　 従業員数 78名
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(追加情報)

「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。
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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

有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式

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（リース資産を除く）

① 定率法によっております。

② 取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資

産として３年間で均等償却する方法によっております。

(2)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、残存価格を零とする定額法によっております。

３. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き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。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関す

る実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適

用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方

法を定率法から定額法に変更しております。

　この結果、当事業年度の損益に与える影響はありません。

(貸借対照表に関する注記)

１. 資産から直接控除した減価償却累計額

9,814 千円

２. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額

は、次のとおりであります。

関係会社に対する短期金銭債権 425,857 千円
関係会社に対する短期金銭債務 8 千円
関係会社に対する長期金銭債務 1,800,000 千円
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(損益計算書に関する注記)

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引(収入分) 570,936 千円
営業取引以外の取引(収入分) 2,887 千円
営業取引以外の取引(支出分) 29,257 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

　当事業年度末日における自己株式の数

普通株式 8,532,762 株

(税効果会計に関する注記)

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

子会社株式評価損 21,494 千円

その他 3,800 千円

繰延税金資産小計 25,294 千円

評価性引当額 △25,294 千円

繰延税金資産合計 ― 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要な項目別の内訳
法定実効税率 30.9 ％

（調整）

受取配当金等永久に益金算入されない項目 △26.9 ％

住民税均等割等 0.4 ％

評価性引当金の増減額 △1.0 ％

その他 4.4 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 7.8 ％
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(関連当事者との取引に関する注記)

子会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金
額

(千円)
科目

期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

連結
子会社

ゼニス
羽田㈱

東京都
千代田
区

100,000
コンクリー
ト二次製品
の製造販売

所有 100
兼任
7人

経営の管理
監督・指導
役員の兼任

経営指
導料

316,304 － －

受取配
当金

254,631 － －

資金の
借入

－
長期借
入金

1,800,000

支払利
息

29,257 － －

連結納
税

357,525
未収入
金

357,525

　 (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が

含まれております。

2.取引条件及び取引条件の決定方針等

① 経営指導料については、経営の管理、監督及び指導するための契約に基づき決定して
おります。

② 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。

(１株当たり情報に関する注記)

１．１株当たり純資産額 111円17銭

２．１株当たり当期純利益 7円13銭

(重要な後発事象に関する注記)

鶴見コンクリート株式会社との資本提携内容の決定

当社は、平成29年３月16日付にて、鶴見コンクリート株式会社との間で経営統合

を視野にいれた包括的業務提携を締結しましたが、平成29年５月22日に資本提携を

行う事を決定いたしました。

　資本提携に関する概要は、「連結注記表（重要な後発事業に関する注記）に記載し

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」（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。
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