
会津コスモス電機株式会社
（単位：円）

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額
　【流動資産】 【1,189,178,238】 　【流動負債】 【973,707,568】
　　現  金 931,054 　　買掛金 7,110,636
　　小口現金 5,000 　　短期借入金 537,815,200
　　当座預金 277,415 　　一年以内返済長期借入金 117,534,000
　　普通預金 868,042,719 　　関係会社短期借入金 182,960,000
　　定期預金 1,000,000 　　未払金 12,636,000
　　売掛金 113,472,486 　　未払費用 58,801,354
　　未収入金 114,487,294 　　未払金リース資産 91,980
　　未収収益 3 　　未払消費税 2,115,500
　　原材料 11,141,607 　　預り金 3,104,498
　　仕掛品 62,060,622 　　未払法人税等 17,530,400
　　前払費用 1,824,650 　　賞与引当金 34,008,000
　　繰延税金資産 13,434,480
　　立替金 2,500,908 　【固定負債】 【1,523,476,969】
　【固定資産】 【1,363,362,612】 　　長期借入金 1,259,218,000
　（有形固定資産） 1,326,569,082 　　関係会社長期借入金 130,910,000
　　建  物 353,270,645 　　繰延税金負債 67,219,800
　　機械装置 510,972,654 　　退職給付引当金 66,129,169
　　車両運搬具 6,012,636 　　負債の部合計 2,497,184,537
　　工具器具備品 19,208,947
　　リース資産 10,946,400
　　土  地 560,985,857
　　建設仮勘定 201,082,556 科　　　目 金　　　額
　　減価償却累計額 △335,910,613 【株主資本】 【52,323,756】
　（無形固定資産） 1,516,425 　【資本金】 【192,000,000】
　　電話加入権 728,272 　【剰余金】 △139,676,244
　　ソフトウェア 788,153 　　利益準備金 3,610,000
　（投資その他の資産） 35,277,105 　（その他利益剰余金） △143,286,244
　　投資有価証券 10,090,575 　　繰越利益剰余金 △300,132,444
　　長期前払費用 2,285,424 　　圧縮記帳積立金 156,846,200
　　繰延税金資産 21,777,106 【評価・換算差額等】 【3,032,557】
　　出資金 910,000 　【有価証券評価差額金】 【3,032,557】
　　保証金 50,000
　　敷  金 164,000 　　純資産の部合計 55,356,313
　　資産の部合計 2,552,540,850 　　負債・純資産の部合計 2,552,540,850

貸　　借　　対　　照　　表
平成29年3月31日　現在
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個 別 注 記 表 
 

会津コスモス電機株式会社 
 

１．重要な会計方針に係る事項 
(1)資産の評価基準及び評価方法 

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） 
 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

   評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 
① 商品及び製品、仕掛品、貯蔵品 先入先出法 
② 原材料            移動平均法 

(3)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、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した多獲物（建物附属設備を除く） 
並びに平成 28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、主な耐用年数は次のとおりです。 
   建 物 及 び 構 築 物 15～38 年 
   機械装置及び運搬具 ４～10 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。 
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、残存価格を零として算定する定額法によっております。 

(4) 引当金の計上基準 
 ①賞与引当金 

従業員賞与の支払いに充てるため、賞与支給規定に基づき支給見込額の当事業年度負担 
額を基準として計上しております。 

②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、当会計期間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。 
(5) 消費税等の処理方法 
 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） 
（平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用） 
法人税法の改正に伴い、｢平成 28 年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上

の取扱い｣（実務対応報告第 32 号平成 28 年 6 月 17 日）を当会計年度に適用し、平成 28
年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額

法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微であります。 
２．貸借対照表に関する注記 
    (1)関係会社に対する金銭債権     短期金銭債権  111,627,611 円 

                  長期金銭債権  130,910,000 円 
                  短期金銭債務  185,491,891 円 

 ３．関連当事者との取引に関する注記 
親会社及び法人主要株主等 

種類 
会社等

の名称 

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（円）

(注 6) 

取引により発生した債権又は債務 

科目 
当該事業年度末日に

おける残高(円） 

親会社 東京コ

スモス

電機㈱ 

（被所有）直

接 100.00% 

親会社製品の製造 

資金の借入 

債務保証 

役員の兼任 

原材料の販売(注 1)

製品の受託加工 

(注 2) 

資金の借入 

借入金の返済 

利息の支払(注 3) 

経営指導料の支払

(注 4) 

借入金等に関する

債務保証（注 5） 

683,324,272

471,844,743

135,000,000

112,960,000

3,513,435

5,400,000

1,767,938,800

売掛金 

 

売掛金 

 

短期借入金 

長期借入金 

未払費用 

 

― 

― 

65,899,075

45,728,536

182,960,000

130,910,000

2,531,891

―

―

（注1） 原材料の販売については、市場の実勢価格を勘案し、価格を決定しております。 

（注2） 製品の受託加工については、市場の実勢価格を勘案し、価格を決定しております。 

（注3） 借入金利息については、市場金利を勘案して決定しております。 

（注4） 経営指導料については、対価として妥当な金額を契約により決定しています。 

（注5） 債務保証は、取引金融機関からの借入れに対して親会社が保証したものであります。 

（注6） 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。 

４．１株当たり情報に関する注記 
(1) １株当たり純資産額144 円 16 銭 

 (2) １株当たり当期純利益 607 円 92 銭 
５．重要な後発事象に関する注記 
   該当事項はありません。 
６．当期純損益金額 
当期純利益            233,439,956 円 


