
　

第28期定時株主総会招集ご通知に関しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

　

　
　

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表

（自 2020年９月１日 至 2021年８月31日）

　
　

株式会社三栄建築設計

　

「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13条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェ

ブサイト（アドレスhttps://san-a.com/）に掲載することにより

株主のみなさまに提供しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等は以下のとおりであります。

(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 株式会社ＭＡＩ

　 シード平和株式会社

　 株式会社メルディアリアルティ

　 メルディアホテルズ・マネジメント株式会社

　 Meldia Investment Realty of America, Inc.

　 株式会社メルディア・マーケティング・プロモーション

　 マックホーム株式会社

　 株式会社田村工務店

　 MPD Realty,Inc.

　 Alpha Construction Co.Inc.

(注１) シード平和株式会社は2021年10月１日付で、株式会社メルディアDCに社名変更しておりま

す。

(注２) 株式会社メルディア・マーケティング・プロモーションは2021年10月１日付で、株式会社

MMPに社名変更しております。

(注３) MPD Realty,Inc.について、重要性が増したため当連結会計年度より連結の範囲に含めて

おります。

(注４) 2021年４月にAlpha Construction Co.Inc.の発行済株式の70％を取得し、連結子会社とし

ております。

② 主要な非連結子会社の名称等

（主要な非連結子会社の名称）

株式会社三栄クラフター

ＦＡＷＤＯ株式会社

株式会社プロスエーレ

サン住宅品質検査株式会社

MELDIA ARCHITECT VIETNAM Co.,LTD.

STV合同会社

メルディア・アセットマネジメント株式会社

(注) 2020年９月１日付で、メルディア・アセットマネジメント株式会社を株式会社MAIと共同で設

立し、子会社としております。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、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)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。
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(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない主要な非連結子会社及び主要な関連会社の名称等

（主要な非連結子会社の名称）

株式会社三栄クラフター

ＦＡＷＤＯ株式会社

株式会社プロスエーレ

サン住宅品質検査株式会社

MELDIA ARCHITECT VIETNAM Co.,LTD.

STV合同会社

メルディア・アセットマネジメント株式会社

（主要な関連会社の名称）

株式会社メルディアＲＩＺＡＰ湘南スポーツパートナーズ

株式会社プロスエーレワン

LEADVISORSANEI HOSPITALITY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

（持分法を適用していない理由）

持分法を適用していない非連結子会社又は関連会社は、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）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。
　
(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

株式会社ＭＡＩ、株式会社メルディアリアルティ及びMeldia Investment Realty of America,

Inc．並びに株式会社メルディア・マーケティング・プロモーションの決算日は、連結決算日と

一致しております。シード平和株式会社、メルディアホテルズ・マネジメント株式会社、マック

ホーム株式会社並びに株式会社田村工務店の決算日は６月30日であります。連結計算書類の作成

にあたっては、決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発

生し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。

MPD Realty,Inc.の決算日は３月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、６月30

日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用し、連結決算日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。

Alpha Construction Co.Inc.の決算日は５月31日であります。連結計算書類の作成にあたっ

ては、決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重

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。
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(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

　 (a) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　 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 決算期末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法、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

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

　 (b) たな卸資産

　 販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金

　 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　

② 固定資産の減価償却の方法

　 (a) 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〉及び2016年４月１日以

降に取得した建物附属設備、並びに構築物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、以下のとおりであります。

建物 3.5年～47年

　 (b) 無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定

額法によっております。

のれんについては、効果の発現する期間（５～10年）で均等償却を行っております。

　 (c) 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によっております。
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③ 引当金の計上基準

(a) 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。

(b) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結

会計年度に負担すべき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

　 (a) 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、主として給付算定式基準によっております。

(b) 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の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(５年)による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しておりま

す。未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、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。

(c) 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、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 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

(a) 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事（工期がごく短

期のものを除く）

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

(b) その他の工事

工事完成基準
　

⑥ その他連結計算書類作成のための基本となる事項

(a) 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。

なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替

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

定に含めて計上しております。

(b) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税は、固

定資産に係るものは「長期前払費用」に計上し、５年間で均等

償却を行っており、当連結会計年度の費用に係るものは「販売

費及び一般管理費」で処理しております。
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２．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）

「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

会計年度より適用し、会計上の見積りに関する注記を開示しております。

３．会計上の見積りに関する注記

（販売用不動産等の評価）

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

販売用不動産 34,446,282千円

仕掛販売用不動産 40,478,646千円

たな卸資産評価損（売上原価） 213,655千円

たな卸資産評価損（売上原価）は戻入との純額を記載しております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

販売用不動産等の評価は、個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採

用しており、販売計画等に基づき算定された正味売却価額が取得原価を下回る場合にはたな卸資

産評価損を計上しております。

新型コロナウイルス感染症の影響については、長期化せずに収束するものと仮定し、不動産市

況については、底堅い需要が継続するものと見込んでおります。

なお、正味売却価額は、景気動向や金利動向、税制改正、不動産・金融に関する諸制度の改正

など、将来の不確実な条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、前提とした条件が

変化した場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。

４．追加情報に関する注記

（新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて）

新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の拡大または収束時期等を予測することは困

難な状況でありますが、当社グループの事業全体の業績に及ぼす影響は限定的であります。な

お、ホテル事業においては休館や低い稼働率が続いておりますが、当社の事業全体に及ぼす影響

は限定的であり、国内宿泊需要は2022年以降、インバウンド宿泊需要は2024年以降にコロナ前水

準に回復するとの仮定に基づき、当連結会計年度における会計上の見積りを行っております。今

後の状況の変化により判断を見直した結果、翌連結会計年度以降の当社の財政状態及び経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。
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５．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 2,998,713千円

定期預金 400,000千円

販売用不動産 23,217,141千円

仕掛販売用不動産 15,969,298千円

建物及び構築物 2,912,209千円

土地 2,541,440千円

計 48,038,803千円

上記に係る債務は、短期借入金13,222,652千円、１年内返済予定の長期借入金7,259,578千円、

１年内償還予定の社債220,000千円、長期借入金15,518,502千円及び社債300,000千円でありま

す。
　
(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,352,478千円

(3)有形固定資産から販売用不動産への振替

保有目的変更により、有形固定資産のうち13,671,840千円を、販売用不動産に振替いたしまし

た。

(4)販売用不動産から有形固定資産への振替

保有目的変更により、販売用不動産のうち3,236,900千円を、有形固定資産に振替いたしました。

６．連結損益計算書に関する注記

たな卸資産評価損

たな卸資産評価損（売上原価）を213,655千円計上しております。その主なものは、当社グルー

プが販売目的で保有しているホテル１棟が新型コロナウイルス感染症の影響で休館し、今後の宿泊

需要回復も先行き不透明であることを鑑み、たな卸資産評価損（売上原価）を176,397千円計上し

たことであります。

７．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 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 21,217,600株 ―株 ―株 21,217,600株
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(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議
株式の

種類

配 当 金 の

総額（千円）

1株当たり

配当金額（円）
基準日 効力発生日 配当金の原資

2020年11月26日

定時株主総会
普通株式 509,209 24

2020年

8月31日

2020年

11月27日
利益剰余金

2021年３月16日

取締役会
普通株式 742,597 35

2021年

2月28日

2021年

5月10日
利益剰余金

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になるもの

決議
株式の

種類

配 当 金 の

総額（千円）

1株当たり

配当金額（円）
基準日 効力発生日 配当金の原資

2021年11月29日

定時株主総会
普通株式 848,683 40

2021年

8月31日

2021年

11月30日
利益剰余金

（注）上記配当金は、本株主総会の決議事項となっております。

(3) 新株予約権等に関する事項

区分
新株予約権

の内訳

目的とな

る株式の

種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会

計年度末

残高

（千円）

当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

当社

2022年満期

ユーロ円建

転換社債型

新株予約権

付社債

普通株式 4,192,696 31,347 ― 4,224,043 （注１）

合計 4,192,696 31,347 ― 4,224,043 ―

（注）１．転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

２．新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合にお

ける株式数を記載しております。

３．当連結会計年度における新株予約権の目的となる株式の数の増加は、転換価額の修正による

ものであります。
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８．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、不動産販売事業用土地仕入及び賃貸収入事業用土地建物購入に必要な資金を銀

行借入及び社債発行により調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用

し、また運転資金を銀行借入及び社債発行により調達しております。

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が、ほとんどが３

ヶ月以内に回収期日が到来するものであります。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式、投資事業組合への出資及び余資運用を

目的とした債券であり、信用リスクや市場価格の変動リスク、為替の変動リスクに晒されておりま

す。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内に支払期日が到来するもので

あります。

借入金及び社債は、主に事業用土地仕入に必要な資金調達であります。変動金利の借入金及び社

債は、金利の変動リスクに晒されております。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達を目的としたもので

あります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

(a) 信用リスク（取引先等の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、販売管理規程に従い、営業債権について、各担当部署が主要な取引先の状況

を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、月２回の管理

職会議において報告を行い、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。また、デリバティブ取引を行う場合の契約先は、いずれも信用度の高い国内の金融機

関であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクはほとんどないと判断しており

ます。

(b) 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　 当社グループは、借入金及び社債に係る金利変動について、月次単位で管理資料の作成を

行い、急激な金利変動がないか管理を行うことにより金利変動リスクを管理しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業等）の財務状況、投資事業組

合の財産の状況等を把握し、財政状態等に変化がないか確認を行い、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。

(c) 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

資金調達に係る流動性リスクについて、担当部署が適時資金計画を作成・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。

― 8 ―

2021年10月27日 15時48分 $FOLDER; 9ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



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、市場価格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

提条件等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

2021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。

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 36,283,555千円 36,283,555千円 ―千円

(2）受取手形及び売掛金 7,773,374千円 7,773,374千円 ―千円

(3）投資有価証券(*1) 701,346千円 701,346千円 ―千円

資産計 44,758,277千円 44,758,277千円 ―千円

(1) 支払手形及び買掛金 14,008,432千円 14,008,432千円 ―千円

(2）短期借入金 19,273,631千円 19,273,631千円 ―千円

(3）社債(*2) 4,484,500千円 4,482,689千円 △1,810千円

(4) 長期借入金(*3) 30,447,453千円 30,471,074千円 23,621千円

(5) リース債務(*4) 128,264千円 136,644千円 8,379千円

負債計(*5) 68,342,282千円 68,372,471千円 30,189千円

(*1)非上場株式等（連結貸借対照表計上額4,749,594千円）については、時価を把握することが極

めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

　 また、投資事業組合出資（連結貸借対照表計上額46,755千円）については、組合財産が非上場

株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されていることから、時価

開示の対象としておりません。

(*2)１年内償還予定の社債を含んでおります。

(*3)１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(*4)１年内返済予定のリース債務を含んでおります。

(*5)転換社債型新株予約権付社債（連結貸借対照表計上額10,000,000千円）については、時価を把

握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

― 9 ―

2021年10月27日 15時48分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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、株式は取引所の価格によっております。なお、投資有価証券はその他

有価証券としております。

負債

(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金

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)社債、(4)長期借入金

社債及び長期借入金の時価については、以下の方法により算定しております。

変動金利による社債及び長期借入金については、変動金利が短期で市場金利を反映するととも

に、当社グループの信用リスクに影響を及ぼす事象が発生していないため、時価は帳簿価額と

近似していると考え、当該帳簿価額によっております。

固定金利による社債及び借入金については、元利金の合計額を当該社債及び長期借入金の残存

期間と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。

なお、１年内償還予定の社債及び１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(5)リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想

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。
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９．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

当社及び連結子会社は、東京都内のほか全国主要都市において、事業用物件及び居住用物件を所有

しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

連結貸借対照表計上額
連結決算日における時価

当連結会計年度
期首残高

当連結会計年度
増減額

当連結会計年度末残高

15,267,417千円 △12,860,675千円 2,406,741千円 3,371,409千円

（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．主な変動

保有目的の変更による増加 1,200,780千円

保有目的の変更による減少 △13,548,817千円

事業用物件及び居住用物件の売却による減少 △107,598千円

　 ３．時価の算定方法

主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額及び社外の不動産鑑定業者

による鑑定評価に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）

であります。

　

10．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,395円27銭

(2) １株当たり当期純利益 356円91銭

11．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

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

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 決算期末日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法、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

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

② たな卸資産

販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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〉及び2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備、並びに構築物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、以下のとおりであります。

建物 3.5年～47年

② 無形固定資産

ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。

のれんについては、効果の発現する期間（５～10年）で均等償却を行っております。
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(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 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業

年度に負担すべき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。

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。

数理計算上の差異については、各事業年度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(５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) 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

(a) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事（工期がごく短期のも

のを除く）

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

(b) その他の工事

工事完成基準
　
(5) その他計算書類作成のための基本となる事項

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 税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税は、固

定資産に係るものは「長期前払費用」に計上し、５年間で均等

償却を行っており、当事業年度の費用に係るものは「販売費及

び一般管理費」で処理しております。
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２．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）

「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

年度より適用し、会計上の見積りに関する注記を開示しております。

３．会計上の見積りに関する注記

（販売用不動産等の評価）

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

販売用不動産 19,071,816千円

仕掛販売用不動産 17,535,026千円

たな卸資産評価損（売上原価） 192,992千円

たな卸資産評価損（売上原価）は戻入との純額を記載しております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「３.会計上の見積りに関する注記」をご参照ください。

４．追加情報に関する注記

（新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う会計上の見積りについて）

新型コロナウイルス感染症の影響について、今後の拡大または収束時期等を予測することは困

難な状況でありますが、当社の事業全体の業績に及ぼす影響は限定的であります。なお、ホテル

事業においては休館や低い稼働率が続いておりますが、当社の事業全体に及ぼす影響は限定的で

あり、国内宿泊需要は2022年以降、インバウンド宿泊需要は2024年以降にコロナ前水準に回復す

るとの仮定に基づき、当事業年度における会計上の見積りを行っております。今後の状況の変化

により判断を見直した結果、翌事業年度以降の当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。
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５．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 2,976,213千円

定期預金 400,000千円

販売用不動産 14,748,471千円

仕掛販売用不動産 6,892,674千円

建物 1,518,924千円

土地 1,110,381千円

関係会社株式 305,509千円

計 27,952,175千円

上記に係る債務は、短期借入金5,712,802千円、１年内返済予定の長期借入金1,981,587千円、及

び長期借入金9,657,005千円であります。

　

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 864,937千円

　

(3) 保証債務

　 下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

　

株式会社ＭＡＩ（連結子会社） 5,079,410千円

シード平和株式会社（連結子会社） 6,669,250千円

株式会社プロスエーレワン 2,600,000千円

　

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 7,229,632千円

長期金銭債権 2,907,589千円

短期金銭債務 414,740千円

　
(5) 取締役及び監査役に対する金銭債務

長期金銭債務 136,266千円
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６．損益計算書に関する注記

関係会社との取引

営業取引（収入分） 2,497,392千円

営業取引（支出分） 203,826千円

営業取引以外の取引（収入分） 1,991,711千円

　
７．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 521株 ―株 ―株 521株
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８．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）

売掛金 154,784千円

販売用不動産 64,012千円

貸倒引当金 16,348千円

関係会社貸倒引当金 130,721千円

減損損失 183,445千円

未払事業税 132,299千円

賞与引当金 86,953千円

未払賞与 44,387千円

退職給付引当金 147,779千円

未払役員退職慰労金 41,724千円

資産除去債務 25,369千円

未払不動産取得税 12,072千円

その他有価証券評価差額金 15,580千円

その他 60,122千円

小計 1,115,602千円

評価性引当額 △155,302千円

繰延税金資産合計 960,299千円

（繰延税金負債）

販売用不動産 △86,584千円

資産除去債務に対応する除去費用 △4,913千円

小計 △91,498千円

繰延税金負債合計 △91,498千円

繰延税金資産の純額 868,801千円
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９．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連子会社等

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

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社 シード平和株式会社

所有

直接

59.83％

資金の援助

役員の兼任

債務保証

担保提供

債 務 保 証

(注１)

受取保証料

(注１)

6,669,250

12,772

未収

収益
―

担 保 提 供

(注２)
― ― ―

子会社 株式会社ＭＡＩ
所有

直接

100％

資金の援助

役員の兼任

債務保証

債 務 保 証

(注１)

資金の貸付

資金の回収

5,079,410

3,690,000

3,370,000

貸付金 5,590,000

関連

会社
株式会社プロスエーレワン

所有

直接

50％

資金の援助

役員の兼任

債務保証

債 務 保 証

(注３)

資金の貸付

資金の回収

2,600,000

―

―

貸付金 20,000

（注）１．債務保証については、金融機関からの借入金等に対して当社が債務保証を行っております。

なお、債務保証金額の取引金額は、期末借入金残高を記載しております。また、保証料の受

領は、市場利率を勘案し、交渉の上、決定しております。

２．シード平和株式会社の金融機関からの借入金に対して当社が所有する土地・建物の担保提供

を行っております。なお、担保提供料の支払いは受けておりません。

３．株式会社プロスエーレワンの債務保証については、金融機関からの借入金に対して当社が債

務保証を行っており、保証料は受領しておりません。

10．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,016円42銭

(2) １株当たり当期純利益 228円00銭

　

11．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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