
第50期決算公告　元旦ビューティ工業株式会社

流動資産 6,084,152 流動負債 5,094,598

現金及び預金 696,488 支払手形 168,768

受取手形 149,160 電子記録債務 1,660,771

電子記録債権 812,244 買掛金 477,458

売掛金 1,010,880 工事未払金 245,233

完成工事未収入金 814,279 短期借入金 500,000

製品 573,789 １年内返済予定の⾧期借入金 316,400

仕掛品 10,771 未払金 263,202

未成工事支出金 1,053,122 未払法人税等 118,843

原材料 708,774 未払消費税等 78,885

未収入金 56,039 未成工事受入金 909,972

その他 208,677 製品保証引当金 46,451

貸倒引当金 △ 10,077 設備関係支払手形 176,208

固定資産 3,859,484 その他 132,402

有形固定資産 2,845,948 固定負債 771,936

建物 988,224 ⾧期借入金 254,600

構築物 27,359 繰延税金負債 13,864

機械及び装置 351,829 退職給付引当金 492,125

車両運搬具 3,351 その他 11,346

工具、器具及び備品 30,999 負 債 合 計 5,866,535

土地 1,444,183

無形固定資産 283,177 株主資本 3,829,718

ソフトウエア 4,407 資本金 1,266,921

ソフトウエア仮勘定 260,200 利益剰余金 2,579,596

その他 18,569 利益準備金 23,020

投資その他の資産 730,358 その他利益剰余金 2,556,576

投資有価証券 477,565  繰越利益剰余金 2,556,576

破産更生債権等 115,352 自己株式  △ 16,798

会員権 89,100 評価・換算差額等 247,383

その他 251,916 その他有価証券評価差額金 247,383

貸倒引当金 △ 203,576 純 資 産 合 計 4,077,101

資 産 合 計 9,943,637 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,943,637

（純資産の部）

貸借対照表

金  額科   目 科   目金  額
（単位：千円）

(令和２年３月３１日現在）

（資産の部） （負債の部）
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（単位：千円）

13,661,698

9,883,200

3,778,498

3,309,231

469,266

10,304

34,609 44,914

9,796

41,108 50,904

463,276

4,894 4,894

468,170

96,067

13,405 109,472

358,697

固定資産売却益

法人税等調整額

当期純利益

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

営業外収益

受取利息及び配当金

その他

特別利益

営業外費用

支払利息

その他

経常利益

売上高

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

損益計算書
（自平成３１年４月１日 至令和２年３月３１日）

科                   目 金       額
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（単位：千円）

その他利益

剰余金
繰越利益

剰余金
平成３１年４月１日残高 1,266,921 19,951 2,231,635 2,251,586 △ 16,798 3,501,709

事業年度中の変動額

剰余金の配当 3,068 △ 33,757 △ 30,688 △ 30,688

当期純利益 358,697 358,697 358,697

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 − 3,068 324,940 328,009 − 328,009

令和２年３月３１日残高 1,266,921 23,020 2,556,576 2,579,596 △ 16,798 3,829,718

その他有価証

券評価差額金

評価・換算

差額等合計
平成３１年４月１日残高 363,760 363,760 3,865,469

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △ 30,688

当期純利益 358,697

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)
△ 116,377 △ 116,377 △ 116,377

事業年度中の変動額合計 △ 116,377 △ 116,377 211,631

令和２年３月３１日残高 247,383 247,383 4,077,101

株主資本等変動計算書
（自平成３１年４月１日　至令和２年３月３１日）

利益準備金
株主資本

合計

株主資本

自己株式資本金

利益剰余金

利益剰余金

合計

評価・換算差額等
純資産合計
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記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております｡

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

その他有価証券

時価のあるもの………………………

時価のないもの………………………移動平均法による原価法

(2)デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ…………………………時価法

(3)棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品、原材料………………

未成工事支出金………………………

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

主な耐用年数

(2)無形固定資産（リース資産を除く）…………定額法
主な耐用年数

自社利用のソフトウェア
（社内における利用可能期間）

１０年 ～ １７年
車両運搬具 ４年

決算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）

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よる簿価切下

げ方法により算定）
個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げ

方法により算定）

建物 １５年 ～ ３８年
構築物 １０年 ～ ３０年

但し、平成10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

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

機械及び装置

工具、器具及び備品  ２年 ～ １５年

５年
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３．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金………………………………

(2)製品保証引当金…………………………

(3)退職給付引当金…………………………

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

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)ヘッジ会計の処理

(2)消費税等の会計処理方法
税抜方式によって処理しております。

表示方法の変更に関する注記

１．電子記録債権の表示方法の変更

 完成工事高の計上は、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契約については工事

進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事契約については工事完成基準を適用しておりま

す。

 ⾧期借入金の一部について、取締役会決議に基づき将来の金利上昇リスクを軽減する目的で金利スワップ取引を

行っております。当該デリバティブ取引については、財務グループが実行管理を行い、特例処理（金利スワップを

時価評価せずに当該金利スワップに係る金銭の受払の純額を金利変換の対象となる負債に係る利息に加減する方

法）を採用しております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、有効性の評価を省略して

おります。

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、破産更生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。

製品販売後の無償補修費用の支出に充てるため、売上高に過去の実績率を

乗じた額を計上しております。

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、ポイント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。

 電子記録債権の表示方法は、従来、貸借対照表上、受取手形（前事業年度506,994千円）に含めて表示しており

ましたが、重要性が増したため、当事業年度より、電子記録債権（当事業年度812,244千円）として表示しており

ます。
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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

(1)担保に供している資産
①工場財団

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具、器具及び備品

土地

②その他

建物

土地

(2)担保に係る債務
短期借入金

１年内返済予定の⾧期借入金

⾧期借入金

２．有形固定資産の減価償却累計額 千円

３．受取手形割引高 千円

  電子記録債権割引高 千円

61,439 千円

8,139

1,409

0

160,447
計 238,638

7,202

千円

234,903 千円

492,131
計 727,035 千円

6,530,400

1,160,226
97,670

316,400

254,600

※なお、上記債務の他、割引手形債務が1,160,226千円存在しております。

計 1,071,000 千円

500,000 千円
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株主資本等変動計算書に関する注記

１．当期末における発行済株式の種類及び株式数
普通株式 株

２．当期末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 株

(1)配当金支払額

(2)基準日が当期に帰属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

771,606

4,395

３．配当に関する事項

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

効力発生日

平成31年3月31日 令和元年6月28日

50 令和2年3月31日 令和2年6月29日

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配当額

（円）

令和元年6月27日

定時株主総会
普通株式 30,688 利益剰余金 40

令和2年6月26日

定時株主総会
普通株式 38,361 利益剰余金

基準日

 当社は、主に金属屋根製品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入により

調達しております。一時的な余資は短期的な預金等に限定した運用をし、また、短期的な運転資金を銀行借入によ

り調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない

方針であります。

 営業債権である受取手形、売掛金、電子記録債権及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクにさらされており

ます。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされておりま

す。

 営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び工事未払金は、すべて１年以内の支払期日であります。借

入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最⾧で３年後でありま

す。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクにさらされていますが、デリバティブ取引(金利ス

ワップ取引)を利用してヘッジしております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

令和２年３月31日における貸借対照表計上額、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。

(１)現金及び預金

(２)受取手形

(３)電子記録債権

(４)売掛金

(５)完成工事未収入金

(６)投資有価証券

(１)支払手形

(２)電子記録債務

(３)買掛金

(４)工事未払金

(５)短期借入金

(６)１年内返済予定の⾧期借入金及び⾧期借入金

（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、(3)電子記録債権、(4)売掛金、(5)完成工事未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(6)投資有価証券

投資有価証券の時価については、証券取引所の市場価格によっております。

負債

(1)支払手形、(2)電子記録債務、(3)買掛金、(4)工事未払金、(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。これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(6)１年内返済予定の⾧期借入金及び⾧期借入金

(7)デリバティブ取引

差額

812,244 812,244 -                                 

696,488 -                                 

149,160 149,160 -                                 

696,488

1,010,880 1,010,880 -                                 

814,279 814,279 -                                 

477,565 477,565 -                                 

168,768 168,768 -                                 

資産計 3,960,620 3,960,620 -                                 

477,458 477,458 -                                 

1,660,771 1,660,771 -                                 

245,233 245,233 -                                 

500,000 500,000 -                                 

571,000 570,957 △ 42

 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている⾧期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は当該⾧期借入金の時価に含めて記載しております（上記(6)参照）。

負債計 3,623,232 3,623,190 △ 42

 これらの時価については、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。変動金利による⾧期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記(7)

参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理

的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっています。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価
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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

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

税効果会計に関する注記

(1)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

原材料評価損

製品評価損

製品保証引当金繰入限度超過額

貸倒引当金損金算入限度超過額

会員権評価損

退職給付引当金

減損損失

税務上の繰越欠損金

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

繰延税金負債合計

繰延税金負債の純額

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の主な項目別の内訳

法定実効税率 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目

住民税均等割等

受取配当金益金不算入額

評価性引当額の減少額

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

 当社では、山梨県その他の地域において、賃貸用の工場を有しております。また、将来の使用が見込まれていな

い遊休不動産（休止中の夕張工場等）を有しております。

貸借対照表計上額 時価

28,406

72,343

170,096 206,002

32,482 千円

21,260

貸借対照表計上額は、取得価額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。

当事業年度末の時価は、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（指標等を用い

て調整を行ったものを含む。）であります。

（注１）

14,200

66,621

150,442

（注２）

108,922 千円

108,922

13,864 千円

29,986

470,777 千円

△ 375,719

95,057 千円

55,034

△ 0.1
23.4 ％

30.6

1.2

5.1

△ 0.2

△ 13.2
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退職給付会計に関する注記

１．採用している退職給付制度の概要

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 千円

勤務費用

利息費用

数理計算上の差異の発生額

退職給付の支払額

退職給付債務の期末残高 千円

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務

未積立退職給付債務

未認識数理計算上の差異

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 千円

退職給付引当金

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 千円

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用

利息費用

数理計算上の差異の費用処理額

確定給付制度に係る退職給付費用 千円

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

割引率

千円

％

508,390

千円

508,390

492,125

508,390

492,125

△ 0.1

492,125

51,344

△ 16,265

6,367

57,229

 当社は、勤務期間が２年以上の従業員が退職する場合に、当社退職金規程に基づきポイント制度により退職金を支

払うこととなっております。

5,919

△ 30,706

482,315

△ 482

△ 482

51,344
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関連当事者との取引に関する注記

役員及び個人主要株主等 （単位：千円）

１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 円 銭

１株当たり当期純利益 円 銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

467 53

取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

5,314 18

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

（注２）

（注３） 当社役員舩木元旦及び舩木亮亮の近親者が議決権の100%を直接所有しております。

舩木商事有限会社との価格その他の取引条件は、近隣の市場相場等を勘案し価格交渉の上、決定しており

ます。

6,950

期末残高

流動資産

(その他)
1,444

（注１）

投資その他の資産

（その他）

科目

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

舩木商事

有限会社

（注３）

(被所有)

直接9.4%
事務所の賃借 事務所の賃借 17,328

属性


