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連結注記表
（連結計算書類の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

連結子会社の数 ４社

連結子会社の名称・・・・・・株式会社サダマツ

台灣貞松股份有限公司

D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.

維璦國際有限公司

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

在外連結子会社維璦國際有限公司及び台灣貞松股份有限公司の決算日は連結決算日と一致して

おります。

在外連結子会社D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.の決算日は６月30日であります。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使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

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 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 たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品・・・・個別法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料・・・・・・・移動平均法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
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(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・・・・

(リース資産除く)

イ.平成19年3月31日以前に取得したもの

旧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（建物付属設備を除

く）については、旧定額法によっております。

ロ.平成19年4月1日以降に取得したもの

定率法によっております。

ハ.平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物

定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額について

は、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ２年～17年

機械及び装置 ５年～10年

工具器具備品 ２年～20年

② 無形固定資産・・・・

(リース資産除く)

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 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を採用して

おります。

④ 長期前払費用・・・・均等償却によっております。

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費・・・・・社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

(4) 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・・・・・従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負

担額を計上しております。

(5）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 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、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

間以内の一定の年数（２年）による定額法により按分した額を発生連結会計年度から費用

処理しております。
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未認識数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の

包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(6) 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

ヘッジ手段 － 金利スワップ

ヘッジ対象 － 借入金の利息

③ ヘッジ方針

金利の変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

④ ヘッジ有効性の評価

特例処理にな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。

(7) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 重要な外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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。

なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含めております。

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ます。

　(会計方針の変更に関する注記)

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」（実務対応

報告第36号平成30年１月12日。以下「実務対応報告第36号」という。）等を平成30年４月１日以後

適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第８号平成17年12月27日）等に準拠した会計

処理を行うことといたしました。

ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(３)に定める経過的な

取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有

償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

（連結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 1,014,697千円

2. 担保に供している資産

　 投資有価証券 79,154千円
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当社の連結子会社が出店しております株式会社新天町商店街公社（福岡市）との店舗賃貸借契

約の定めにより、当社が所有する株式会社新天町商店街公社の株式を担保提供しております。

なお、上記に対する債務はありません。

3. 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高

等は次のとおりであります。なお、貸出コミットメント契約には財務制限条項が付されており

ます。

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,200,000千円

借入実行残高 2,500,000千円

差引額 700,000千円

　

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数（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
の株式数（株）

普通株式 11,620,000 213,000 10,649,700 1,183,300

　普通株式の発行済株式数の増加213,000株は、ストック・オプションの行使による増加でありま

す。普通株式の発行済株式数の減少10,649,700株は、平成30年3月1日付で行った株式併合（10株につ

き1株の割合）による減少であります。

2. 自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数（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
の株式数（株）

普通株式 138,519 33 124,668 13,884

　普通株式の自己株式数の増加33株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。普通株式の

自己株式数の減少124,668株は、平成30年3月1日付で行った株式併合（10株につき1株の割合）による

減少であります。

3. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

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

平成29年11月29日

定時株主総会
普通株式 22,962 2.00 平成29年８月31日 平成29年11月30日
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4. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議予定 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

平成30年11月 28日

定時株主総会
普通株式 23,388 20.00 平成30年８月31日 平成30年11月 29日

5. 当連結会計年度の末日における新株予約権の目的となる株式の数

　 普通株式 59,500株

　

（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、設備投資等の資金計画に照らして、必要な資金を銀行等金融機関から

の借入により調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達してお

り、資金運用については、短期的な安全性の高い金融資産に限定しております。デリバテ

ィブ取引については、金利変動リスクを回避するために利用しており、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。一部外

貨建てのものについては、為替変動リスクに晒されております。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク

に晒されております。

　長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達目的としたものであり

ます。長期借入金の一部は金利変動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（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、経理規程に従い、営業債権について、取引先の状況等を定期的にモニタリング

し、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化による回収懸

念の早期把握や軽減を行っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）

　当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクに関しては、長期借入金の金利変動リスク

を回避するため固定金利による借入及び金利スワップ取引をしております。

③資金調達に係る流動性リスク

　当社は、経理規程に従い、資金管理責任者が常に資金繰りの状況を把握し、適時に資金

計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理してお

ります。
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(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、市場価額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、異なる前提条件など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

　平成30年８月31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。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含まれて

おりません。

連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

(1) 現金及び預金 636,709 636,709 －

(2) 受取手形及び売掛金 991,566 991,566 －

(3) 投資有価証券 2,762 2,762 －

資産計 1,631,037 1,631,037 －

(1) 支払手形及び買掛金 904,037 904,037 －

(2) 短期借入金 2,500,000 2,500,000 －

(3) 未払金及び未払費用 526,919 526,919 －

(4) 未払法人税等 41,767 41,767 －

(5) 長期借入金 1,630,217 1,630,879 662

(6) リース債務 340,208 332,525 △7,683

負債計 5,943,150 5,936,129 △7,020

デリバティブ取引 － － －

（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

資 産

（1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

　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。

（3) 投資有価証券

　これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

負 債

（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金、（3）未払金及び未払費用、（4）未払法人税等

　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。
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（5）長期借入金

　これらの時価は、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引い

た現在価値により算定しております。

　一部の長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、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、同様の新規借入を行った場合に想定された利率で割引い

た現在価値により算定しております。

（6）リース債務

　これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で

割引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

　上記（5）参照

（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

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式(*1) 79,654

差入保証金(*2) 620,411

(*1) 非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

るため、時価評価の対象に含めておりません。

(*2) 賃借物件において預託している差入保証金については、退去による返還までの期間を算

定することが極めて困難と認められるため、時価評価の対象に含めておりません。

　

（注）3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 636,709 － － －

受取手形及び売掛金 991,566 － － －

合計 1,628,275 － － －

　

（注）４．長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

区分
１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 680,858 401,500 293,175 219,839 34,845

　

区分
１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

リース債務 106,675 93,736 77,168 58,555 4,072
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(企業結合等関係)

　共通支配下の取引等

　１. 取引の概要

　（１）対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称及び内容 宝飾品（貴金属類、宝石類、アクセサリー、時計）事業

　（２）企業結合日

平成30年３月１日

　（３）企業結合の法的形式

当社を吸収分割会社とし、サダマツ分割準備株式会社を吸収分割承継会社とする吸収分割

　（４）結合後企業の名称

株式会社サダマツ

　（５）その他取引の概要に関する事項

さらなる付加価値の訴求や消費の個別化への対応、それに伴う企業競争力の確保としてジャパン

ブランドの重要性が一段と増しているなか、中期５ヵ年計画で掲げた「競争優位性を進化させる」

「環境変化にイノベーションで対応する」「ベースを固め経営基盤を強化する」３つの基本方針に

基づく重要な施策であるブランドの強化、本部機能の強化を推進するため、グループ戦略機能を

担う持株会社と戦略を実行する事業会社を分離し、持株会社によるグループ全体最適視点での経

営資源配分や事業会社における迅速な意思決定による機動的な事業運営の推進が必要と判断し、

持株会社体制へ移行いたしました。

　２. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。なお、本件会社分割により「のれん」

は発生いたしません。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 1,417円 37銭

2. １株当たり当期純利益 4円 72銭

　（注）当社は、平成30年3月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。
当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株
当たり当期純利益を算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）

　(第13回新株予約権の発行)

　当社は、平成30年9月18日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規

定に基づき、当社の取締役および監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権の

発行を決議しました。
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　Ⅰ．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由

　経営改革の一環としての役員報酬体系の見直しに伴い、取締役および監査役の報酬と当社の業績お

よび株主利益の連動性を一層高めることを目的として、当社の取締役および監査役（社外監査役を除

く）に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を次の要領により発行するものであり

ます。

　Ⅱ．新株予約権の発行要領

　１．新株予約権の名称

　フェスタリアホールディングス株式会社第13回新株予約権

　２．新株予約権の目的である株式の種類および数

　当社普通株式3,500株とする。ただし、以下に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付

与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株と

する。なお、付与株式数は、下記６．に定める新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社

普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整

されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後付与株式数＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、そ

の効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する

議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会

の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の

終結の日の翌日以降これを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するも

のとする。

　３．新株予約権の総数

35 個とする。

上記の総数は割当予定数であり、申込みの数が割当予定数に満たない場合等には、割り当てる新株予

約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

　４．新株予約権の割当てを受ける者

①当社取締役 ６名（32個）

②当社監査役 １名（３個）

　５．新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たり 197,487円

　 (１株当たり 1,974.87円）

　なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込みに代えて、

付与対象者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。

　６．新株予約権を割り当てる日

― 9 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年11月14日 18時59分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20180621_01）



平成30年10月15日

７．新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日

平成30年10月15日

８．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることが

できる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

９．新株予約権を行使することができる期間

平成30年10月16日から平成60年10月15日まで

10．譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

　11．新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役および監査役

のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権を行使することが

できるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役または監査役の地位にある場合において

も、平成59年10月16日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記に関わらず、新株予約権者は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を

行使することができるものとする。ただし、下記14．に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株

予約権が交付される場合を除く。

・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしく

は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当

社の取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）

当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、取締役会決

議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約（以下「新株予約権割当契

約」という。）に定める条件による。

④その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。

　12．新株予約権の取得の事由および条件

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の

場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行役の決定がな

された場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

とについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の

承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する
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ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案

13．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す

る事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第1項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端

数は、これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　14．組織再編成行為時における新株予約権の取扱い

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社

が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社とな

る場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編

成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立

株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立

株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき株式移

転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存

新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1

項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞ

れ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約

権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付す

る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転

計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「２．新株予約権の目的である株式の種類および数」に準

じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額

に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得

られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受け

ることができる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「９．新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日の

うちいずれか遅い日から、上記「９．新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとす
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る。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事

項

上記「13．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に

関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由および条件

上記「12．新株予約権の取得の事由および条件」に準じて決定する。

15．新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い

新株予約権の行使により交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる

ものとする。

16．新株予約権の行使請求および払込みの方法

①新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必要事項を

記入し、記名押印または署名のうえ、これを下記17．に定める行使請求受付場所に提出するものとす

る。

②前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第1項の規定に従い、現金にて

下記18．に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとす

る。

17．新株予約権の行使請求受付場所

当社管理部（またはその時々における当該業務担当部署）

18．新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所

株式会社みずほ銀行渋谷支店

東京都渋谷区渋谷一丁目二十四番十六号

（またはその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店）
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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

その他有価証券

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）

時価のないもの・・・・・・・移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品・・・・・・・・個別法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

貯蔵品・・・・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産・・・・

(リース資産除く)

イ.平成19年3月31日以前に取得したもの

旧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（建物付属設備を除

く）については、旧定額法によっております。

ロ.平成19年4月1日以降に取得したもの

定率法によっております。

ハ.平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物

定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額について

は、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ２年～17年

工具器具備品 ２年～20年

(2) 無形固定資産・・・・・・

(リース資産除く)

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) 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を採用し

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、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

3. 繰延資産の処理方法

社債発行費・・・・・・・社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

4. 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・・・・・・・従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担

額を計上しております。

(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計上しております。

数理計算上の差異については、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以内の一定の年数（２年）による定額法に

より按分した額を発生事業年度から費用処理しております。

5. 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・・・ヘッジ手段 － 金利スワップ

ヘッジ対象 － 借入金の利息

(3) ヘッジ方針・・・・・・・金利の変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行ってお

ります。

(4) ヘッジ有効性の評価・・・特例処理にな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。

　

6. その他計算書類の作成のための重要な事項

(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、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。

(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ます。

　

（会計方針の変更に関する注記）
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連結注記表の会計方針の変更に関する注記をご参照ください。

（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 15,016千円

2. 担保に供している資産

　 投資有価証券 79,154千円

当社の連結子会社が出店しております株式会社新天町商店街公社（福岡市）との店舗賃貸借契

約の定めにより、当社が所有する株式会社新天町商店街公社の株式を担保提供しております。

なお、上記に対する債務はありません。

　

3. 偶発債務

重畳的債務引受による連帯債務保証

平成30年3月1日付の会社分割により、株式会社サダマツが承継した債務につき、重畳的債務引

受契約を行っております。

　

前事業年度 当事業年度

（平29年８月31日） （平30年８月31日）

株式会社サダマツ - 千円 4,130,217 千円

　

4. 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 66,152千円

長期金銭債権 41,699千円

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

(1) 売上高 158,365千円

(2) 仕入高 15,733千円

(3) 販売費及び一般管理費 6,000千円

(4) 営業取引以外の取引高 95,909千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

　自己株式に関する事項

株式の種類
当事業年度期首
の株式数（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
の株式数（株）

普通株式 138,519 33 124,668 13,884

　普通株式の自己株式数の増加33株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。普通株式の自己
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株式数の減少124,668株は、平成30年3月1日付で行った株式併合（10株につき1株の割合）による減少で

あります。

（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の内訳

繰延税金資産（流動）

未払事業税 285千円

税務上の繰越欠損金 16,686千円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金繰入限度超過額 70,364千円

貸倒引当金繰入限度超過額 11,878千円

減損損失 9,983千円

株式報酬費用 11,260千円

税務上の繰越欠損金 42,432千円

繰延税金資産小計 162,890千円

評価性引当額 △33,122千円

繰延税金資産計 129,768千円

繰延税金負債（固定）

　 その他有価証券評価差額金 177千円

繰延税金負債計 177千円

繰延税金資産の純額 129,590千円

（リースにより使用する固定資産に関する注記）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（関連当事者との取引に関する注記）

1.役員及び個人主要株主など

種類
会社等の名

称
資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)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)

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社

有限会社

隆豊

10

百万円
資産管理

(被所有)
直接4.79

役員の兼

任

投資有価

証券の売

却

30,000 未収入金 30,000

（注）1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 投資有価証券の売却価額については、取得価額などを勘案し、双方協議の上決定しており

ます。
　 3. 当社役員が自己の計算において議決権の過半数を所有しております。

2.子会社等

種類 会社等の名称
資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)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
株式会社サ
ダマツ

10
百万円

小売業
(所有)
直接100.00

役員の兼任

経営指導料の
受取

90,000 ― ―

業務委託料の
支払

6,000 ― ―

利息の受取 1,710 ― ―

資金の貸付 606,895
短期貸付

金
606,895

子 会 社
D&Q
JEWELLERY
Co.,Ltd.

16,084
百万

ベトナムドン
製造業

(所有)
直接100.00

役員の兼任

製品の製造・
加工委託

15,733 未収入金 66,132

利息の受取 198 ― ―

配当金の受取 94,001 ― ―

資金の貸付 94,401
短期貸付

金
94,401

子 会 社
台灣貞松股
份有限公司

6,000万
台湾元

小売業
(所有)
直接100.00

役員の兼任
商品の卸売
商品の仕入

68,365
未収入金 19

子 会 社
維璦國際
有限公司

1,500万
台湾元

小売業
(所有)
直接96.67

役員の兼任 ― ―
長期

未収入金
41,699

（注）1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等は一般取引条件等を考慮して決定しております。
3. 維璦國際有限公司への長期未収入金に対し、38,786千円の貸倒引当金を計上しておりま

す。
4. 経営指導料・業務委託料の支払につきましては、業務内容を勘案して決定しております。
5. 「取引の内容」欄の資金の貸付については、当事業年度末残高と前事業年度末残高の純増

減額を記載しております。

― 17 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年11月14日 18時59分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20180621_01）



（企業結合等関係）

連結注記表の企業結合等関係をご参照ください。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 1,276円 15銭

2. １株当たり当期純損失 △4円 17銭

（注）当社は、平成30年3月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。

当事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損

失を算定しております。

（重要な後発事象に関する注記）

連結注記表の重要な後発事象に関する注記をご参照ください。
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