
連結株主資本等変動計算書
連結計算書類の連結注記表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

第74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

2018年４月 １日から
2019年3月31日まで（ （

（証券コード7883）



2

連結株主資本等変動計算書
（自 2018 年４月１日　至 2019 年３月 31 日） （単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,236,114 1,049,534 7,534,018 △ 405,285 9,414,382

当期変動額

剰余金の配当 △ 98,099 △ 98,099

親会社株主に帰属する
当期純利益 173,026 173,026

自己株式の取得 △ 757,019 △ 757,019

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － 74,926 △ 757,019 △ 682,092

当期末残高 1,236,114 1,049,534 7,608,944 △ 1,162,304 8,732,290

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他
有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

その他の
包括利益

累計額合計

当期首残高 1,171,780 2,295 △158,778 1,015,298 40,795 10,470,476

当期変動額

剰余金の配当 △ 98,099

親会社株主に帰属する
当期純利益 173,026

自己株式の取得 △ 757,019

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △ 19,162 △ 601 34,115 14,351 13,085 27,436

当期変動額合計 △ 19,162 △ 601 34,115 14,351 13,085 △ 654,655

当期末残高 1,152,618 1,694 △124,662 1,029,649 53,880 9,815,820
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連結注記表
１．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　　２社
　　　連結子会社の名称
　　　　日本イベント企画株式会社
　　　　Sun Messe (Thailand) Co.,Ltd.
 　(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　　　　連結子会社のうち、Sun Messe (Thailand) Co.,Ltd. の決算日は 12 月 31 日であります。
　　　　連結計算書類の作成にあたっては、2018 年 12 月 31 日現在の財務諸表を使用し、当連結会計年度末までの間に生じた

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。
 　(3) 会計方針に関する事項
　　①資産の評価基準及び評価方法
　　　イ．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 ( 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
　　　ロ．たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　商品及び製品、仕掛品
　　　　　主として個別法による原価法 ( 貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法 )
　　　　原材料
　　　　　総平均法による原価法 ( 貸借対照表価額については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 ( 貸借対照表価額については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
　　　イ．有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　主として定率法によっております。
　　　　　ただし、当社及び国内連結子会社の 1998 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 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、定額法を採用しております。
　　　ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　定額法によっております。
　　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
　　　ハ．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によっております。
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　　③引当金の計上基準
　　　イ．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。
　　　ロ．賞与引当金
　　　　　従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
　　　ハ．役員退職慰労引当金
　　　　　役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給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
　　　イ．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。
　　　ロ．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 ( ５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。
　　　ハ．小規模企業等における簡便法の採用
　　　　　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。
　　⑤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。

なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社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及び非支配株主持分に含めております。

　　⑥その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
　　　　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。

２．表示方法の変更
　　連結貸借対照表
　　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号　平成 30 年２月 16 日）に伴う、「会社法施行規則

及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号　平成 30 年３月 26 日）を当連結会計年度から適用し、繰延
税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

　　　この結果、前連結会計年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」（前連結会計年度 130,113 千円）
は、当連結会計年度においては「投資その他の資産」の「繰延税金資産」558,874 千円に含めて表示しております。
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３．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に係る債務
　　　担保に供している資産
 　建　　　物 251,467 千円
 　土　　　地      1,944,998 千円
 　　　計 2,196,465 千円
 担保に係る債務
 　短期借入金 1,130,000 千円
 　１年内償還予定の社債 50,000 千円
 　１年内返済予定の長期借入金          50,000 千円
 　　　計 1,230,000 千円
 　(2) 有形固定資産の減価償却累計額 14,930,083 千円

４．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種類及び総数
　　　　普通株式 17,825,050 株
 　(2) 当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び株式数
　　　　普通株式 2,327,696 株
 　(3) 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期となるもの

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

2018 年５月 18 日
取締役会 普通株式 51,607 3.0 2018 年 3 月 31 日 2018 年 ６ 月 11 日

2018 年 11 月１日
取締役会 普通株式 46,492 3.0 2018 年９月 30 日 2018 年12 月 10 日

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

2019 年５月 17 日
取締役会 普通株式 46,492 3.0 2019 年３月 31 日 2019 年 ６ 月 10 日
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５．金融商品に関する注記
 　(1) 金融商品の状況に関する事項
　　　　当社グループは、資金運用については短期的な預金等の安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については銀

行借入や社債発行による方針です。
　　　　営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、債権管理規程に

従い、営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先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。

　　　　有価証券及び投資有価証券は、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
すが、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、市況や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。

　　　　営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払法人税等は、４ヶ月以内の支払期日であります。
　　　　借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、社債及び長期借入金は主に設備投資に係る

資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、基本的にリスクの低い短期のもの
に限定しております。

　　　　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
 　(2) 金融商品の時価等に関する事項
　　　　2019 年３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めておりません（（注）２．参照）。

 （注）１．金融商品の時価の算定方法に関する事項
 　　　資　産
 　　　　①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、③電子記録債権
 　　　　　　これらは短期間で決済されるため、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。
 　　　　④有価証券及び投資有価証券
 　　　　　　株式等は取引所の価格によっており、債券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あるいは

将来キャッシュ ･ フローを満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算
定しております。

（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 2,543,994 2,543,994 －
②受取手形及び売掛金 3,145,216 3,145,216 －
③電子記録債権 591,313 591,313 －
④有価証券及び投資有価証券 3,173,805 3,173,805 －
　資産計 9,454,329 9,454,329 －
①支払手形及び買掛金 1,881,718 1,881,718 －
②短期借入金 1,780,000 1,780,000 －
③未払法人税等 95,705 95,705 －
④社債（１年内償還予定の社債を含む） 50,000 50,016 16
⑤長期借入金（１年内返済予定の
　長期借入金を含む） 50,000 50,000 0

　負債計 3,857,423 3,857,440 16
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  　　　負　債
 　　　　①支払手形及び買掛金、②短期借入金、③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。
 　　　　④社債（１年内償還予定の社債を含む）
 　　　　　　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。
 　　　　⑤長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）
 　　　　　　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た現在価値により算定してお

ります。
  　　２．非上場株式（連結貸借対照表計上額 54,046 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、「④有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
 
６．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
　　　　当社では、東京都において、支店ビルの一部を賃貸用として使用しており、その他賃貸用の駐車場等を有しております。
 　(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

 （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書に基づく金額、
 　　  　その他の物件については「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額等であります。ただし、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。

７．１株当たり情報に関する注記
 　(1) １株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 633 円 39 銭
 　(2) １株当たり当期純利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           10 円 63 銭

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価

617,532 852,132
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株主資本等変動計算書
（自 2018 年４月１日　至 2019 年３月 31 日） （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
資本

剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 1,236,114 1,049,534 1,049,534 114,949 6,000,000 1,283,790 7,398,739 △ 405,285 9,279,104

当期変動額

剰余金の配当 △ 98,099 △ 98,099 △ 98,099

当期純利益 123,865 123,865 123,865

自己株式の取得 △ 757,019 △ 757,019

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － － － － 25,765 25,765 △ 757,019 △ 731,253

当期末残高 1,236,114 1,049,534 1,049,534 114,949 6,000,000 1,309,555 7,424,505 △1,162,304 8,547,850

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 1,171,780 1,171,780 10,450,884

当期変動額

剰余金の配当 △ 98,099

当期純利益 123,865

自己株式の取得 △ 757,019

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

△ 19,162 △ 19,162 △ 19,162

当期変動額合計 △ 19,162 △ 19,162 △ 750,415

当期末残高 1,152,618 1,152,618 9,700,468
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個別注記表
１．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
　　　　　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たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　　製品、仕掛品
　　　　個別法による原価法 ( 貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法 )
　　　原材料
　　　　総平均法による原価法 ( 貸借対照表価額については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 ( 貸借対照表価額については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（リース資産を除く）
　　　　定率法によっております。
　　　 　ただし、1998 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 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、定額法を採用しております。
　　②無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　定額法によっております。
　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
　　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によっております。
 　(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
　　　　従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込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の見込額に基づき計上しております。
　　　イ．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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　　　ロ．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 ( ５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。
　　④役員退職慰労引当金
  　役員退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。
 　(4) 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。
 　(5) 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。
　　②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の会計処理の方法と異なって
おります。

２．表示方法の変更
　　貸借対照表
　　　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号　平成 30 年２月 16 日）に伴う、「会社法施行規則

及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号　平成 30 年３月 26 日）を当事業年度から適用し、繰延税金
資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

　　　この結果、前事業年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」（前事業年度 132,086 千円）は、
当事業年度においては「投資その他の資産」の「繰延税金資産」499,096 千円に含めて表示しております。

３．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に係る債務
  担保に供している資産
　　　　　建　　　物 251,467 千円
　　　　　土　　　地      1,944,998 千円
　　　　　　　計 2,196,465 千円
  担保に係る債務
　　　　　短期借入金 1,130,000 千円
　　　　　１年内償還予定の社債 50,000 千円
　　　　　１年内返済予定の長期借入金           50,000 千円
　　　　　　　計 1,230,000 千円
 　(2) 有形固定資産の減価償却累計額 14,920,809 千円
 　(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
　　　　　短期金銭債権 3,129 千円
　　　　　短期金銭債務 216 千円
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４．損益計算書に関する注記
　　関係会社との取引高
　　　　営業取引による取引高
　　　　　売上高 21,244 千円
　　　　　売上原価 1,327 千円
　　　　営業取引以外の取引高 4,926 千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
　　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
　　　　普通株式 2,327,696 株

６．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
　　　　土地減損損失 459,713 千円
　　　　投資有価証券評価損 77,871 千円
　　　　会員権評価損 31,040 千円
　　　　貸倒引当金 3,587 千円
　　　　未払社会保険料（賞与） 14,117 千円
　　　　未払事業税 10,239 千円
　　　　賞与引当金 90,059 千円
　　　　退職給付引当金 806,729 千円
　　　　役員退職慰労引当金 123,910 千円
　　　　その他 　　　28,770 千円
　　　繰延税金資産小計 1,646,040 千円
　　　評価性引当額 　 △ 693,431 千円
　　　繰延税金資産合計 952,609 千円
　　　繰延税金負債
　　　　その他有価証券評価差額金 　 △ 453,512 千円
　　　繰延税金負債合計 　 △ 453,512 千円
　　　繰延税金資産の純額         499,096 千円

７．１株当たり情報に関する注記
 　(1) １株当たり純資産額 625 円 94 銭
 　(2) １株当たり当期純利益 7 円 61 銭




