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第216回定時株主総会招集ご通知の添付書類のうち、連結計算書類の連結注記表および

計算書類の個別注記表につきましては、法令及び当社定款第17条に基づきインターネッ

ト上の当社ウェブサイト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
　

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等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結した子会社は東京製綱繊維ロープ㈱以下18社で、非連結子会社は東京製綱テクノス㈱以下８社であり

ます。

非連結子会社８社の合計の総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金（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、連結の範囲から除外しております。

従来、連結子会社であった東京製綱マレーシア株式有限責任会社は清算に伴い、連結の範囲から除外して

おります。

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社は江蘇東綱金属製品有限公司、江蘇法爾勝纜索有限公司及びKISWIRE NEPTUNE

SDN.BHDで、非連結子会社８社および関連会社３社については、連結純損益および利益剰余金に及ぼす影

響が軽微であるため、持分法の適用から除外しております。

持分法を適用していない主要な非連結子会社は東京製綱テクノス㈱、主要な関連会社は東洋製綱㈱であり

ます。

(3) 会計処理基準に関する事項

① 重要な資産の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算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

たな卸資産

主として総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により評価しており

ます。
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

イ．リース資産以外の有形固定資産

親会社は、主として定率法（但し、賃貸資産の一部及び平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）については定額法）、連結子会社は主として定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～15年

ロ．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、残存価額をゼロとする定額法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。ソフトウェア（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 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、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。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額により計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退任慰労金の支払に備えるため、役員退任慰労引当金規程に基づき、当連結会計年度末にお

いて発生していると認められる額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

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。

数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法

会計基準変更時差異（269百万円）は、15年による定額法により費用処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法に

より費用処理しております。

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年数以内の一定の年

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連結会計年度より費用処理することと

しております。
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⑤ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

連結子会社の事業年度等に関する事項

在外子会社である東京製綱(常州)有限公司、東京製綱ベトナム有限責任会社、東京製綱(常州)機械

有限公司、東京製綱(香港)有限公司及び東京製綱エンジニアリング有限会社の決算日は12月31日で

あります。連結計算書類を作成するに当たっては同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。

繰延資産の処理方法

株式交付費 ３年間で均等償却

開業費 ５年間で均等償却

重要なヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。但し、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当

処理を、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。

重要な外貨建の資産又は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、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めてお

ります。

消費税等の会計処理

消費税等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）

退職給付に関する会計基準等の適用

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基

準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成

27年３月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適

用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度の期首より適用し、退職給付債務及び

勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準

へ変更したほか、割引率の算定方法も変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、

当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益

剰余金に加減しております。

この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る負債が39百万円減少し、利益剰余金が29百万円

増加しております。また、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与

える影響は軽微であります。
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2. 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 69,124百万円

　(2) 受取手形割引高 170百万円

　(3) 手形債権流動化に伴う遡及義務 999百万円

(4) ①担保に供している資産

有形固定資産 27,397百万円

②担保に係る債務

短期借入金 7,200百万円

長期借入金 18,494百万円

固定負債その他 27百万円

(5) 偶発債務

関係会社 江蘇法爾勝纜索有限公司の銀行借入に対する債務保証 780百万円
(40百万元)

関連会社 江蘇東綱金属製品有限公司の借入金に対する債務保証 975百万円
(50百万元)

(6) 事業用土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を

行い、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金額を、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３号に定める固定資

産税評価額に、合理的な調整を行って算出。

再評価を行った年月日 平成13年３月31日および平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△6,107百万円
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3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 162,682,420株

Ａ種種類株式 2,500株

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

該当事項はありません。

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 配当の原資
配当金
の総額

1株当たり
の配当額

基準日 効力発生日

平成27年５月13日
取締役会

Ａ種種類
株式

利益剰余金 82百万円 32,917.80円
平成27年
３月31日

平成27年
６月８日

(3) 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の

種類および数

該当事項はありません。

　

4. 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り組み方針

当社グループは、資金運用は短期的な預金等を中心に行い、資金調達については、銀行借入及び社債

発行、受取手形等の債権流動化による方針であります。デリバティブ取引は、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当該商品に係るリスクなら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います。当該リスクに関しては、

当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引

先の信用状況を四半期ごとに把握する体制としています。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する

企業の株式であり、毎月時価の残高管理を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、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係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る

資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期

のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約

ごとにデリバティブ取引（金利スワップ）をヘッジ手段として利用することとしております。ヘッジ

の有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしている場合には、その判定

をもって有効性の評価を省略しております。

また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、定期的に資金繰

計画表を作成するなどの方法により管理しております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27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、次のとおりであります。

(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 4,708 4,708

②受取手形及び売掛金 14,819 14,819

③投資有価証券

その他有価証券 8,835 8,835

④支払手形及び買掛金 (11,712) (11,712)

⑤短期借入金 (10,196) (10,196)

⑥長期借入金 (20,928) (20,931) △3

(*)負債に計上されているものについては、( ）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、株式は取引所の価額によっております。

④支払手形及び買掛金、並びに⑤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。

⑥長期借入金

長期借入金の時価については、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。

(注2)．非上場株式（連結貸借対照表計上額1,627百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・

フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資

有価証券 その他有価証券」に含めておりません。
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5. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の概要

当社及び一部の子会社では、大阪府及びその他の地域において、賃貸用の商業施設（土地を含む）他を

有しております。

(2) 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに決算日における時価及

び当該時価の算定方法

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額
当期末の時価

当期首残高 当期増減額 当期末残高

12,406 △139 12,266 8,987

(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)．当期増減額は、主な増加額は固定資産の取得（307百万円）であり、主な減少額は建物等の減価

償却費（421百万円）であります。

(注3)．賃貸等不動産の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による評価額、重要性が乏し

い物件は固定資産税評価額に基づいております。

(3) 賃貸等不動産に関する損益

当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、△33百万円（賃貸収益は売上高に、主な費用は売上原価に計上）

であります。

　

6. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 121円80銭

(2) １株当たり当期純利益 25円76銭

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 24円07銭

　

7. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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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) 有価証券の評価方法および評価基準

子会社株式および関連会社株式

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

決算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）によっております。

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) たな卸資産の評価方法および評価基準

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ方法）によっておりま

す。

(3) 固定資産の減価償却の方法

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、賃貸資産の一部および平成10年４月１日以降取得した

建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３～50年

機械装置 ２～15年

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。ソフトウェア（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。

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、残存価額をゼロとする定額法によっております。
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(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、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。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

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およ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、会計基準変更時差異については15年による按分額を費用処理しております。過去勤務費用に

ついては、その発生時の従業員の平均残存勤務年数以内の一定の年数(11年）による按分額を費用処

理しております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務年数以内の一定の年数（11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。

関係会社事業損失引当金

関係会社の事業の損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案し、損失負担見込額を計上してお

ります。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(6) 退職給付に係る会計処理の方法

計算書類において、未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異の未処理

額の貸借対照表における取扱いが連結計算書類と異なっております。
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2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する短期金銭債権 7,618百万円

関係会社に対する長期金銭債権 5,357百万円

関係会社に対する短期金銭債務 6,216百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 55,419百万円

(3) 手形債権流動化に伴う遡及義務 999百万円

(4) 担保資産および担保付債務

①担保に供している資産

有形固定資産 27,230百万円

　 ②担保に係る債務

短期借入金 7,200百万円

長期借入金 18,494百万円

固定負債その他 27百万円

　 ③保証債務等

関係会社 東京製綱ベトナム有限責任会社の銀行借入に対する債務保証 2,129百万円
(17百万米ドル)

関係会社 東京製綱ベトナム有限責任会社のリース債務に対する債務保証 875百万円
(7百万米ドル)

関係会社 江蘇法爾勝纜索有限公司の銀行借入に対する債務保証 780百万円
(40百万元)

関係会社 江蘇東綱金属製品有限公司の銀行借入に対する債務保証 975百万円
(50百万元)

関係会社 東綱ワイヤロープ販売㈱の不動産賃貸借契約に対する保証債務 3百万円

　

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社への売上高 2,277百万円

(2) 関係会社からの仕入高 13,050百万円

(3) 関係会社との営業取引以外の取引高 3,974百万円

　

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日の自己株式数 17,529,456株
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5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産およ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）

　①流動資産

　 賞与引当金 140百万円

　 事業構造改革費用 204百万円

　 繰越欠損金 74百万円

　 その他 90百万円

　 小計 510百万円

　 評価性引当額 △38百万円

　 計 472百万円

　②固定資産

　 退職給付引当金 607百万円

　 関係会社株式評価損 3,522百万円

　 投資有価証券評価損 20百万円

　 繰越欠損金 1,760百万円

　 事業構造改革費用 2,052百万円

　 関係会社事業損失引当金 1,218百万円

　 その他 805百万円

　 繰延税金負債(固定)との相殺 △747百万円

　 小計 9,239百万円

　 評価性引当額 △8,179百万円

　 計 1,059百万円

　繰延税金資産合計 1,532百万円
　

（繰延税金負債）

　固定負債

　 その他有価証券評価差額金 747百万円

　 繰延税金資産(固定)との相殺 △747百万円

　繰延税金負債合計 0百万円

差引 繰延税金資産純額 1,532百万円
　

再評価に係る繰延税金負債 △4,833百万円
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6. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、製造設備等の一部については、所有権移転外ファイナン

ス・リース契約により使用しております。

7. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

(単位：百万円)

種類 会社等の名称
議決権の所有
(被所有)割合

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
(注９)

科目
期末残高
(注９)

子会社

トーコーテクノ
株式会社

所有
直接 100.0％

資金の援助
資金の短期
貸付 (注１)

615 短期貸付金 ―

資金の借入
資金の短期
借入 (注６)

950 短期借入金 ―

東京製綱ベトナム
有限責任会社

所有
直接 100.0％

資金の援助
資金の短期
貸付 (注１)

4,865 短期貸付金 2,974

債務保証
債務保証

(注３)
3,005 ― ―

東京製綱マレーシア
株式有限責任会社

― 株式の取得
株式の取得
　 (注５)

3,598 ― ―

東綱スチールコード
株式会社

所有
直接 100.0％

製品の仕入 仕入高(注４) 10,678 買掛金 3,632

東綱ワイヤロープ
販売株式会社

所有
直接 100.0％

当社製品の
販売

売上高(注２) 792 売掛金 66

東京製綱繊維ロープ
株式会社

所有
直接 100.0％

資金の借入
資金の短期
借入 (注６)

850 短期借入金 ―

株式の取得
株式の取得
　 (注５)

850 ― ―

東綱橋梁株式会社
所有
直接 100.0％

資金の借入
資金の短期
借入 (注６)

1,950 短期借入金 110

長崎機器株式会社
所有
直接 100.0％

資金の借入
資金の短期
借入 (注６)

1,450 短期借入金 498

関連
会社

江蘇法爾勝纜索
有限公司

所有
直接 40.0％

債務保証
債務保証

(注３)
780 ― ―

江蘇東綱金属製品有
限公司

所有
直接 40.0％

債務保証
債務保証

(注３)
975 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

(注2)価格その他の取引条件は、子会社より提示された希望価格をもとに、価格交渉の上で決定しております。

(注3)債務保証については、銀行借り入れ等につき、債務保証をおこなったものであります。

― 13 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2015年06月03日 13時14分 $FOLDER; 13ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



(注4)価格その他の取引条件は、市場価格をもとに子会社と価格交渉の上で決定しております。

(注5)東京製綱マレーシア株式有限責任会社及び東京製綱繊維ロープ株式会社の行った増資に伴う払い込みで

　 あります。

(注6)資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

(注7)子会社の債権等に対し、合計260百万円の貸倒引当金を計上しております。

(注8)債務超過である子会社において将来見込まれる損失額に対し、合計3,772百万円の関係会社事業損失引当

金を計上しております。また、当事業年度において合計424百万円の関係会社事業損失引当金を計上して

おります。

(注9)取引金額は消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税等を含めております。

8. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 110円85銭

(2) １株当たり当期純利益 42円12銭

(3) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 39円02銭

　

9. 重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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