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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〕
1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
連結子会社の数 ３社
主要な連結子会社の名称 近畿都市整備㈱

日本都市整備㈱
東北都市整備㈱

2. 持分法の適用に関する事項
　該当する事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日はすべて３月31日であり、連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を採用しておりま
す。
　ただし、同決算日から連結決算日５月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま
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 たな卸資産の評価基準及び評価方法
未成業務支出金 主として個別法による原価法（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

よっております。
販売用不動産 個別法による原価法（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）によってお

ります。
② 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 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

（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によっております。

③ デリバティブ取引 時価法によっております。
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建物（建物附属設備を除く） 定額法によっております。
連結子会社は定率法によっております。

建物 （ 建物附属設備 を 除
く）以外の有形固定資産

定率法によっております。
ただし、2016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。
なお、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、３年均等償却してお
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 数理計算上の差異の費用
　 処理方法

数理計算上の差異は、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
年数（11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 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採用しております。

（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

② 無形固定資産 定額法によっております。
ただし、ソフトウエア（自社利用分）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 長期前払費用 均等償却しております。

（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る計算額を、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、回収不能見積額を計上しており
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て、支給見込額に基づき計上しております。
③ 受注損失引当金 受注契約に係る損失に備えて、当連結会計年度末における損失見込額を計上しております。
④ 株主優待引当金 株主優待制度に伴う支出に備えるため、翌連結会計年度において発生すると見込まれる額を計

上しております。

（4）退職給付に係る負債の計上基準

（5）重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　主として工事完成基準を適用しております。なお、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）を適用することとしております。
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① ヘッジ会計の方法 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すものについては、特例処理
を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 変動金利の借入金の金利変動リスクに対して金利スワップをヘッジ手段として用いておりま
す。

③ ヘッジ方針 資金調達活動における金利変動リスクの軽減を目的として、対応する借入金額を限度として取
引を行う方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によっ
て有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性
の評価を省略しております。

⑤ その他リスク管理方法のうち
　 ヘッジ会計に係るもの

資金調達取引のつど取締役会の承認を受け、取引の実行及び管理は財務経理部が行っており、
必要のつど取締役会に報告することで行っております。

（6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　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。

（7）重要なヘッジ会計の方法

（8）その他連結計算書類作成のための重要な事項
① 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税

は、当連結会計年度の費用として処理しております。
② 支払利息の原価算入 事業規模が３億円以上で、かつ、開発期間が１年を超える不動産開発業務に係る支払利息は、

開発期間中のものに限り、取得原価に算入しております。
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有形固定資産の減価償却累計額 1,873,634千円

当連結会計年度期首株式数
（株）

当連結会計年度増加株式数
（株）

当連結会計年度減少株式数
（株）

当連結会計年度末株式数
（株）

発行済株式
普通株式（注）1 18,250,000 － 250,000 18,000,000

自己株式
普通株式（注)２,３ 1,727,974 245,742 265,000 1,708,716

〔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」の適用）

「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）を当連結会計年度から適用し、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〕
（長期未収入金に対する貸倒引当金）
会計上の見積りにより当期に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌期に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼ
す可能性があるものは、次のとおりです。
（1）当連結会計年度に計上した金額

長期未収入金　　　　　　　　　　224,002千円
長期未収入金に対する貸倒引当金　112,001千円

（2）会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　土地区画整理事業については、長期のプロジェクトであり、債権の回収期間が長期になることがあります。また、当初想定し
ていなかった環境の変化により、地権者はじめ多くの利害関係者の意向等が変化し、事業の進捗に影響を与える可能性があるこ
と、その結果、事業自体の創出する付加価値に影響を与える可能性があること等の不確実性を有しています。こうした事業の性
質から、財務内容評価法に基づく貸倒引当金の算定にあたっては、債権の回収可能性について、事業の進捗状況、代金回収方
法、事業自体の付加価値等を総合的に判断し、貸倒引当金を算定しております。
　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響につきましては、事業の進捗状況、代金回収方法、事業自体の付加価値等の変化
によって債権の回収見込額が当社の予測を超えて変動する可能性があり、この場合には、貸倒引当金を増額又は減額する可能性
があります。

〔連結貸借対照表に関する注記〕

〔連結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ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１. 発行済株式の普通株式の減少250,000株は、自己株式の消却によるものであります。
２. 自己株式の普通株式の増加245,742株は、取締役会決議による取得による増加245,700株及び単元未満株式の買取りに

よる増加42株であります。
３. 自己株式の普通株式の減少265,000株は、自己株式の消却による減少250,000株及びストック・オプションの行使によ

る減少15,000株であります。
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区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）当連結会計

年度期首
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社
（親会社）

ストック・オプション
としての新株予約権 － － － － － 315,722

合計 － － － － － － 315,722

2011年８月25日
定時株主総会決議分
2011年度新株予約権

2011年８月25日
定時株主総会決議分
2012年度新株予約権

2011年８月25日
定時株主総会決議分
2013年度新株予約権

2011年８月25日
定時株主総会決議分
2014年度新株予約権

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 11,000株 8,000株 44,000株 52,000株

新株予約権の残高 11個 8個 44個 52個

2011年８月25日
定時株主総会決議分
2015年度新株予約権

2011年８月25日
定時株主総会決議分
2016年度新株予約権

2011年８月25日
定時株主総会決議分
2017年度新株予約権

2011年８月25日
定時株主総会決議分
2018年度新株予約権

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 33,000株 65,000株 80,000株 95,000株

新株予約権の残高 33個 65個 80個 95個

2011年８月25日
定時株主総会決議分
2019年度新株予約権

2011年８月25日
定時株主総会決議分
2020年度新株予約権

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 140,000株 127,000株

新株予約権の残高 140個 127個

2. 新株予約権等に関する事項

3. 当連結会計年度末における新株予約権に関する事項

（注）権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。
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（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

2020年８月28日
定時株主総会 普通株式 115,654 7.0 2020年５月31日 2020年８月31日

2021年１月14日
取締役会 普通株式 114,439 7.0 2020年11月30日 2021年２月2日

（予定） 株式の種類 配当金の総額
（千円） 配当の原資 1株当たり

配当額（円） 基準日 効力発生日

2021年８月26日
定時株主総会 普通株式 130,330 利益剰余金 8.0 2021年５月31日 2021年８月27日

4. 剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額

（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になるもの
次のとおり決議を予定しております。

〔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、資金運用については余裕資金の範囲内に限定し、また、資金調達については銀行借入及び無担保社債の発
行によっております。デリバティブは、投機的な目的で取引を行わない方針で主に借入金の金利変動リスクを回避するために
利用しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制
　営業債権（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、外貨建営業債権は為替変動リスクに晒されており
ます。当社グループは与信管理をすべて社長決裁としており、取引先の信用状況をすべて本社で把握する体制をとっておりま
す。投資有価証券のほとんどが株式であり、市場の価格変動リスクに晒されております。投資有価証券の運用は、「有価証券
の運用及び売買損益の会計処理に関する内規」に従い限定的なリスクの範囲内で行っております。上場株式については、毎月
時価の把握を行っております。
　営業債務（買掛金）は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日です。資金調達は当社が行っており、短期借入金は主に営業
取引に係る資金調達であり長期借入金と社債発行は主に設備投資にかかった調達資金の借替えです。長期借入金の一部につい
て、支払利息の変動リスクを回避する目的で、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を行っております。金利スワップ取引
は期日前返済を行う場合に市場金利の変動によるリスクに晒されます。なお、金利スワップ取引の契約先はいずれも信用度の
高い国内の金融機関であるために、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。なお、社内規程に
基づき厳格に取引及びリスク管理の運営を行っております。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 3,002,039 3,002,039 －
(2) 受取手形及び売掛金 2,763,978

貸倒引当金（△） △513

差　引 2,763,465 2,763,465 －
(3) 投資有価証券

その他有価証券 1,017,072 1,017,072 －
(4) 長期未収入金 224,002

貸倒引当金（△） △112,001

差　引 112,001 112,001 －

(5) 破産更生債権等 38,168

貸倒引当金（△） △38,168

差　引 － － －
(6) 買掛金 869,267 869,267 －
(7) 未払法人税等 462,354 462,354 －
(8) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む） 60,000 60,000 －

2. 金融商品の時価等に関する事項
　2021年５月31日現在（当連結会計年度の連結決算日）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。

（単位：千円）

（注）1. 金融商品の時価の算定方法なら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

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。
（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。
ただし、契約当初より回収が長期にわたる予定のものについては信用リスクを加味した利子率にて割り引いた現在価値
によっております。

（3）投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

（4）長期未収入金、(5)破産更生債権等
長期未収入金、破産更生債権については、回収可能価額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は期末にお
ける貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

（6）買掛金、（7）未払法人税等
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。

（8）長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）
長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）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て算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の
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連結貸借対照表計上額 時価
2,313,342 2,403,484

１株当たり純資産額 551円48銭
１株当たり当期純利益 52円04銭

対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用され
る合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、当連結会計年度末残高については１年
内に返済されるもののみとなっており、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時
価としております。

2. 投資有価証券のうち、非上場株式156,950千円については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
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上記に含めておりません。

〔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

当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のマンション等（土地を含む）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）

（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. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に基づく金額、その他の

物件については、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であります。また、当連結会計
年度に新規取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価と
しております。

〔１株当たり情報に関する注記〕

〔重要な後発事象に関する注記〕
　該当する事項はありません。

〔追加情報〕
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、会計上の見積りの困難さが増しておりますが、当社が現時点で把握できる最善の方法

により会計上の見積りを行っております。ただし、その収束時期の変動等によっては、今後の財政状態及び経営成績の状況に影響
を及ぼす可能性があります。
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デリバティブ取引によって生
じる正味の債権（及び債務）
の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

建物（建物附属設備を除く） 定額法によっております。
建物（建物附属設備を除く）
以外の有形固定資産

定率法によっております。
ただし、2016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。
なお、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３年均等償却しており
ます。

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

子会社株式 移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（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によっております。

（2）たな卸資産の評価基準及び評価方法
未成業務支出金 個別法による原価法（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）によってお

ります。
販売用不動産 個別法による原価法（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）によってお

ります。

（3）デリバティブ取引

2. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

（2）無形固定資産 定額法によっております。
ただし、ソフトウエア（自社利用分）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）長期前払費用 均等償却しております。
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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 数理計算上の差異の費用処
　 理方法

数理計算上の差異は、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内の一定の年数
（11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。

完成工事高及び完成工事原価の
計上基準

主として工事完成基準を適用しております。なお、当事業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
適用することとしております。

（1）ヘッジ会計の方法 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すものについては、特例処理
を採用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 変動金利の借入金の金利変動リスクに対して金利スワップをヘッジ手段として用いておりま
す。

（3）ヘッジ方針 資金調達活動における金利変動リスクの軽減を目的として、対応する借入金額を限度として取
引を行う方針であります。

（4）ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によっ
て有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては有効性
の評価を省略しております。

（5）その他リスク管理方法のうち
ヘッジ会計に係るもの

資金調達取引のつど取締役会の承認を受け、取引の実行及び管理は財務経理部が行っており、
必要のつど取締役会に報告することで行っております。

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る計算額を、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、回収不能見積額を計上しており
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て、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及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。

なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から未認識数理計算上の差
異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しており
ます。

（4）受注損失引当金 受注契約に係る損失に備えて、当事業年度末における損失見込額を計上しております。

（5）株主優待引当金 株主優待制度に伴う支出に備えるため、翌事業年度において発生すると見込まれる額を計上し
ております。

4. 重要な収益及び費用の計上基準

5. 重要なヘッジ会計の方法

－ 10 －



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）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。

（2）消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税
は、当事業年度の費用として処理しております。

（3）支払利息の原価算入 事業規模が３億円以上で、かつ、開発期間が１年を超える不動産開発業務に係る支払利息は、
開発期間中のものに限り、取得原価に算入しております。

〔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」の適用）

「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）を当事業年度から適用し、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〕
（長期未収入金に対する貸倒引当金）
（1）当事業年度に計上した金額
　長期未収入金　　　　　　　　　　224,002千円
　長期未収入金に対する貸倒引当金　112,001千円
（2）会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　連結注記表に同一の内容を記載しているため、個別注記表における記載を省略しております。
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1．有形固定資産の減価償却累計額 1,825,520千円

（1）短期金銭債権 30,174千円

（2）短期金銭債務 99,366千円

営業取引による取引高
売上高 36,281千円
仕入高 499,613千円
営業費用 5,846千円

営業取引以外の取引による取引高 18,832千円

当事業年度期首株式数
（株）

当事業年度増加株式数
（株）

当事業年度減少株式数
（株）

当事業年度末株式数
（株）

自己株式
普通株式 (注)１,２ 1,727,974 245,742 265,000 1,708,716

〔貸借対照表に関する注記〕

2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

〔損益計算書に関する注記〕
関係会社との取引高

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕
自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１. 自己株式の普通株式の増加245,742株は、取締役会決議による取得による増加245,700株及び単元未満株式の買取りによ
る増加42株であります。

２. 自己株式の普通株式の減少265,000株は、自己株式の消却による減少250,000株及びストック・オプションの行使による
減少15,000株であります。
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（繰延税金資産）
貸倒引当金 46,139千円
退職給付信託設定額 92,306
未払事業税 24,579
未払事業所税 3,061
投資有価証券評価損 30,166
減損損失 8,209
新株予約権 96,674
賞与引当金 114,100
資産除去債務 78,371
その他 30,926
繰延税金資産小計 524,534
評価性引当額 △89,253
繰延税金資産合計 435,280

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 131,628千円
前払年金費用 113,828
退職給付信託設定益 59,247
資産除去債務 62,087
特別償却準備金 27,521
圧縮記帳積立金 400,520
未収受取配当金 984
繰延税金負債合計 795,818
繰延税金負債の純額 360,538千円

法定実効税率 30.62％
（調整）
住民税均等割額 3.47
受取配当金益金不算入 △0.40
交際費等 0.60
役員給与損金不算入 0.01
評価性引当額の増減 2.66
その他 △0.08
税効果会計適用後の法人税等負担率 36.88

〔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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率との差異の原因別内訳
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属 性 会社等
の名称

議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

子会社 日本都市整備㈱ （所有）
直接 100.0％

業務委託
役員の兼任

資金の貸付
資金の回収

110,000
110,000 － －

１株当たり純資産額 531円86銭
１株当たり当期純利益 50円91銭

〔関連当事者との取引に関する注記〕
　子会社等

（注）貸付利息については、市場金利を勘案し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〕

〔重要な後発事象に関する注記〕
該当する事項はありません。

〔追加情報〕
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響)
会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響に関する注記については、連結注記表〔追加情報〕に同一の内容

を記載しておりますので、注記を省略しております。
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