
第201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

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表

（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

「連結注記表」および「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、インターネット上の当

社ホームページ（https://www.fujibo.co.jp/）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

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
1. 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 10社

主要な連結子会社の名称 フジボウ愛媛㈱、柳井化学工業㈱、㈱フジ
ボウアパレル、フジボウテキスタイル㈱、
台湾富士紡精密材料股份有限公司
連結子会社であった㈱藤岡モールドを被合
併会社とし、㈱東京金型（連結子会社）を
存続会社とする吸収合併を行っておりま
す。また、連結子会社であったアングル㈱
を被合併会社とし、㈱フジボウアパレル
（連結子会社）を存続会社とする吸収合併
を行っております。
前連結会計年度において連結子会社であっ
た㈱フジボウソーイングは、清算結了した
ため、連結の範囲から除外しております。
㈱フジボウソーイングについては、清算結
了時までの損益計算書のみ連結しておりま
す。また、前連結会計年度において連結子
会社であった富士紡（常州）服装有限公司
は、清算結了したため、連結の範囲から除
外しております。富士紡（常州）服装有限
公司については、清算結了時までの損益計
算書のみ連結しております。

(2) 非連結子会社の名称 富士紡績㈱
連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、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、いず
れも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。

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の数 なし
(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称 富士紡績㈱

持分法を適用しない理由 持分法を適用していない非連結子会社は、
当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響
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. 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

その他有価証券
　 時価のあるもの 期末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 主として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）。
③ デリバティブ 時価法。

(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)
主として定率法を採用しております。
ただし、当社及び国内連結子会社は、一部の資産及び1998
年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）は、定
額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次の通りであります。
建物及び構築物 ８～47年
機械装置及び運搬具 ５～９年

② 無形固定資産
(リース資産を除く)

定額法を採用しております。
ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主
として５年）に基づく定額法を採用しております。

③ リ ー ス 資 産
所有権移転ファイ
ナンス・リース取引
に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
を採用しております。

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を
採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 売上債権、貸付金等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の可能性を検討し、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 返品調整引当金 一部の連結子会社は、返品による損失に備えるため、販売
した商品及び製品の返品見込額について、その売買利益相
当額を計上しております。
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(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、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の年数（10年）による
按分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

国内連結子会社は、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) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要

件を満たしているものは振当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…為替予約
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引

③ ヘッジ方針 外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替
予約取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
行っております。

④ ヘッジ有効性評価
の方法

為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建に
よる同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当ててい
るため、その後の為替変動による相関関係は完全に確保さ
れているので、決算日における有効性の評価を省略してお
ります。

(6) のれんの償却方法及
び償却期間

10年間の定額法により償却しております。ただし、金額の
重要性が乏しい場合には、発生年度に一括償却しておりま
す。

(7) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象
外消費税等は当連結会計年度の費用として処理しておりま
す。

(8) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
(9) 連結納税制度からグ

ループ通算制度への
移行に係る税効果会
計の適用

当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正す
る法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグル
ープ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあ
わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020
年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る
会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018
年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
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Ⅱ．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」の適用に伴う変更

「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、連結注記表に（会計上の見積りに関する注記）
を記載しております。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

新型コロナウイルス感染症は、一時的に収束に向かったものの再拡大が続いてお
りますが、わが国でも順次ワクチン接種が開始されていることから、当社グループ
では、2022年３月期中には同感染症が徐々に収束に向かい、正常化への兆しが見え
てくると想定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

1. 当連結会計年度の連結計算 繰延税金資産 194百万円
書類に計上した金額 （繰延税金負債相殺前 1,853百万円）

2. 識別した項目に関する
重要な会計上の見積り
の内容に関する情報

将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できるこ
とや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異につ
いて繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回
収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その
見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延
税金資産が減額され税金費用が計上される可能性がありま
す。
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Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産 現金及び預金（定期預金） 12百万円
(注) 科技部南部科學工業園區管理局との間で締結した土地賃貸借契約に基づく債務に

対して質権を設定しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 35,295百万円

3. 「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年法律第24号）」に基づ
き、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金
相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した
額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日
公布政令第119号）」第２条第４号に定める「地価税法
（平成３年法律第69号）」第16条に規定する地価税の課
税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するため
に、国税庁長官が定めて公表した方法により算出した
価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行っ
て算定しております。

再評価を行った年月日 2000年３月31日
再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額 874百万円
（うち、賃貸等不動産に係る差額） (401百万円)

Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数 普通株式 11,720,000株

2. 剰余金の配当に関する事項
(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26日
定時株主総会

普通株式 572 50
2020年
３月31日

2020年
６月29日

2020年10月30日
取締役会

普通株式 572 50
2020年
９月30日

2020年
12月４日

計 1,145

(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当連結会計年
度末後となるもの
2021年６月29日開催の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

① 株式の種類 普通株式
② 配当金の総額 629百万円
③ 配当の原資 利益剰余金
④ １株当たり配当額 55円
⑤ 基準日 2021年３月31日
⑥ 効力発生日 2021年６月30日
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Ⅵ．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短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関
からの借入により資金を調達しております。デリバティブは、外貨建金銭債権債務
及び外貨建予定取引の為替相場の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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。

当該リスクに関しては、取引先毎に与信管理を徹底し、回収期日や残高を定期的に
管理することで、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、主として株式であり、上場株式については四半期毎に時
価を把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、１年以内の支払期日
であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に関する資金調達であり、
長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

また、外貨建の営業債権債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部
のものについては、デリバティブ取引（為替予約）をヘッジ手段として利用してお
ります。
デリバティブ取引の執行・管理については、リスク管理方針に従って行っており、

またデリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度の高
い国内の金融機関とのみ取引を行っております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当期の連結決算日）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、次の通りであります。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。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現金及び預金 4,616 4,616 ―

(2) 受取手形及び売掛金 8,622 8,622 ―

(3) 投資有価証券

その他有価証券 2,060 2,060 ―

資産 計 15,300 15,300 ―

(4) 支払手形及び買掛金 3,743 3,743 ―

(5) 電子記録債務 851 851 ―

(6) 短期借入金 1,005 1,005 ―

(7) 長期借入金 (*１) 353 355 △1

(8) リース債務 (*１) 107 106 1

負債 計 6,061 6,061 0

(9) デリバティブ取引 (*２) (3) (3) ―

(*１) １年以内に期限が到来する長期借入金及びリース債務を含めて表示しております。
(*２) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正

味の債務となる項目については、（ ）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は、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、(5) 電子記録債務、並びに(6) 短期借入金
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。
(7) 長期借入金、並びに(8) 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て算定する方法によっております。

(9) デリバティブ取引
時価については、取引先金融機関から提示された価格に基づいております。
なお、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び

買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の
時価に含めて記載しております。

(注２) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 105百万円）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、時価を見積もることが極めて
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。

― 7 ―

2021年06月01日 14時46分 $FOLDER; 8ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



Ⅶ．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

当社及び一部の連結子会社では、静岡県その他の地域において、賃貸用の建物等
（土地を含む。）を所有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時 価

7,145 6,655

(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。

(注２) 当連結会計年度末の時価は、「路線価」等に基づいて自社で算定した金額であり
ます。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 3,254円99銭

2. １株当たり当期純利益 376円85銭
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個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券
① 子会社株式 移動平均法による原価法。
② その他有価証券
　 時価のあるもの 期末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) デリバティブ 時価法。

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)
定率法。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を
除く）については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次の通りであります。
建 物 ８～47年
構 築 物 10～30年

(2) 無形固定資産
(リース資産を除く)

定額法。
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）に基づく定額法を採用しております。

(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を
採用しております。

3. 引当金の計上基準
(1) 貸 倒 引 当 金 売上債権、貸付金等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の可能性を検討し、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
込額に基づき当事業年度に見合う分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
職給付債務の見込額に基づき計上しております。

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。
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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以内の一定の年数（10年）による按分
額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しておりま
す。

4. 退職給付に係る会計
処理の方法

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。

5. ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要

件を満たしているものは振当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…為替予約
ヘッジ対象…外貨建金銭債務及び外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針 外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替
予約取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に
行っております。

(4) ヘッジ有効性評価
の方法

為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建に
よる同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当ててい
るため、その後の為替変動による相関関係は完全に確保さ
れているので、決算日における有効性の評価を省略してお
ります。

6. 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象
外消費税等は当事業年度の費用として処理しております。

7. 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

8. 連結納税制度からグ
ループ通算制度への
移行に係る税効果会
計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法
律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行
及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の
見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグ
ループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する
取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の
取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につ
いて、改正前の税法の規定に基づいております。
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Ⅱ．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」の適用に伴う変更

「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、個別注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記
載しております。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記
繰延税金資産の回収可能性

新型コロナウイルス感染症は、一時的に収束に向かったものの再拡大が続いてお
りますが、わが国でも順次ワクチン接種が開始されていることから、当社では、
2022年３月期中には同感染症が徐々に収束に向かい、正常化への兆しが見えてくる
と想定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

1. 当事業年度の計算書類に 繰延税金資産 699百万円
計上した金額 （繰延税金負債相殺前 962百万円）

2. 識別した項目に関する
重要な会計上の見積り
の内容に関する情報

将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できるこ
とや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異につ
いて繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回
収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その
見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延
税金資産が減額され税金費用が計上される可能性がありま
す。
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Ⅳ．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 2,294百万円

2. 保証債務
フジケミ㈱ 11百万円（銀行取引)
タイフジボウテキスタイル㈱ 22百万円（銀行取引)
台湾富士紡精密材料股份有限公司 1,136百万円（銀行取引)
計 1,171百万円

3. 関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 5,192百万円
長期金銭債権 6,672百万円
短期金銭債務 788百万円

4. 「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年法律第24号）」に基づ
き、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金
相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した
額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日
公布政令第119号）」第２条第４号に定める「地価税法

（平成３年法律第69号）」第16条に規定する地価税の課税
価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために、
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に
基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算定し
ております。

再評価を行った年月日 2000年３月31日
再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額 874百万円
（うち、賃貸等不動産に係る差額） （401百万円)
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Ⅴ．損益計算書に関する注記
1. 関係会社に対する営業収益 4,174百万円

2. 関係会社との営業取引以外の取引高 1,370百万円

Ⅵ．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種類及び株式数 普通株式 265,993株

Ⅶ．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)
賞与引当金 22百万円
退職給付引当金 1,081
関係会社株式等評価損 904
減損損失 199
資産除去債務 56
その他 77
繰延税金負債との相殺 △263

繰延税金資産小計 2,079
評価性引当額 △1,380
繰延税金資産合計 699

(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する固定資産増加額 14
その他有価証券評価差額金 248
繰延税金資産との相殺 △263
繰延税金負債合計 ―

繰延税金負債合計 ―
差引：繰延税金資産純額 699

(再評価に係る繰延税金負債)
土地再評価差額金 729
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Ⅷ．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
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
(百万円)

科 目
期末残高
(百万円)

子会社 フジボウ愛媛㈱ 直接 100.0

業 務 受 託

資 金 援 助

役員の兼任

手数料収入

資金の貸付

受 取 利 息

1,555

1,557

50

―

短期貸付金

長期貸付金

―

1,969

3,886

子会社 柳井化学工業㈱ 直接 100.0

業 務 受 託

資 金 援 助

役員の兼任

手数料収入

資金の貸付

受 取 利 息

850

2,490

10

売 掛 金

短期貸付金

長期貸付金

106

1,118

1,912

子会社 ㈱フジボウアパレル 直接 100.0
業 務 受 託

役員の兼任
手数料収入 599 売 掛 金 22

子会社 フジボウテキスタイル㈱ 直接 100.0

業 務 受 託

資 金 援 助

役員の兼任

資金の返済

受 取 利 息

269

12

短期貸付金

長期貸付金

587

831

子会社
台湾富士紡精密

材料股份有限公司
間接 100.0

債 務 保 証

役員の兼任

債 務 保 証

受取保証料

1,136

5

その他の
流動資産

1

取引条件及び取引条件の決定方針等
1. 手数料収入については、業務受託の内容を勘案し、手数料を毎期決定しております。
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
3. 台湾富士紡精密材料股份有限公司の金融機関からの借入に対して債務保証を行ってお

り、保証額に基づき算定した保証料を受け取っております。
4. 取引金額には消費税等が含まれておりません。また、期末残高には消費税等が含まれ

ております。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 2,133円96銭

2. １株当たり当期純利益 126円68銭

Ⅹ．連結配当規制適用会社に関する注記
連結配当規制を適用しております。
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