
法令および定款に基づく

インターネット開示事項

連　結　注　記　表

個　別　注　記　表
第104期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

センコーグループホールディングス株式会社

「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16条の規定に基づき、当社ホームページ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
Ⅰ．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

（1）連結子会社の数　127社

　主要な連結子会社名は、「事業報告　１．企業集団の現況に関する事項　（8）重要な子会社の

状況」に記載しております。

　新たに株式を取得したことにより㈱プロケア、寺内㈱、㈱UACJ物流、センコーナガセ物流㈱、

センコーナガセ物流サポート㈱、北日本運輸㈱、南海通運㈱、臨海倉運㈱、アズフィット㈱、芙

蓉流通㈱を、新たに設立したことによりSENKO Logistics（Europe）GmbHを当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。

　前連結会計年度まで非連結子会社であった栄興船舶㈱、㈱プリティポーターズ、JCN関東㈱、西

関東センコーロジ㈱、日栄港運㈱、東栄汽船㈱、栄吉曳船㈱、SK MARINE S.A.、SENKO LOGISTICS 

MEXICO S.A. DE C.V、扇拡物流（上海）有限公司、Senko International Logistics (Hong 

Kong)Ltd.、SENKO LOGISTICS DISTRIBUTION (THAILAND) CO.,LTD.、SENKO DISTRIBUTION SERVICE 

(VIETNAM) Company Limited.、Senko Logistics Australia Pty Ltd、NH-SENKO LOGISTICS 

CO.,LTD.、センコーメディカルロジスティクス㈱、㈱綾建設、ランテックサービス㈱、㈱イエノ

ナカカンパニー、㈱センコースクールファーム鳥取、ロジファクタリング㈱、センコー不動産㈱、

㈱クレフィール湖東については、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。

（2）上記127社以外のサムライファーム西都㈱以下４社はいずれも小規模であり、合計の総資産、

営業収益、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、連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項

（1）持分法適用の関連会社数　1社

　センコープライベートリート投資法人

（2）持分法を適用していない非連結子会社（サムライファーム西都㈱以下４社）及び関連会社（KO-

SENKO Logistics Co.,Ltd.以下９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持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち広州扇拡物流有限公司以下海外子会社24社の決算日は、12月31日であります。

連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。但し、１月１

日から連結決算日３月31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

①有価証券

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…………………移動平均法に基づく原価法

②デリバティブ…………………………時価法

③たな卸資産

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。

　商品…………………………………主として、移動平均法

　製品…………………………………主として、個別法

　仕掛品………………………………主として、個別法

　原材料……………………………… 終仕入原価法

　貯蔵品………………………………主として、移動平均法

(2）重要な減価償却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）…………………主として、定額法

但し、機械装置、船舶の一部及び工具、器具及び備品

については、主として定率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

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

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理方法によっております。
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(3）重要な引当金の計上基準

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…………………………従業員に対して支給する賞与にあてるため、支給見込

額に基づいて計上しております。

③役員賞与引当金……………………役員に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額

に基づいて計上しております。

④役員退職慰労引当金………………連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支払に備え

るため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま

す。

⑤株式給付引当金……………………株式交付規程に基づく当社の取締役等への当社株式の

給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給

付債務の見込額に基づき計上しております。

⑥災害損失引当金……………………２月及び３月に発生した東北地方の地震に伴う復旧費

用等の支出に備えるため、当連結会計年度末における

見積額を計上しております。

(4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①重要な収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェア開発に係る営業収益及び営業原価の計上基準

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………
認められるもの

工事進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）

その他のもの…………………………工事完成基準
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②ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法……………………繰延ヘッジ処理を行っております。なお、為替予約取

引について振当処理の要件を充たしている場合には振

当処理を、金利スワップ取引について特例処理の条件

を充たしている場合には特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……………………………デリバティブ取引(為替予約取引及び金利スワップ取

引)

ヘッジ対象……………………………外貨建営業未払金、外貨建仕入予定取引及び変動金利

借入金

ヘッジ方針……………………………将来の為替相場変動によるリスクのへッジ及び金利相

場変動による損失の可能性を減殺することを目的とし

てヘッジ会計を行っております。

ヘッジ有効性評価の方法……………ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一で

あり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動等

を相殺するものと見込まれるため、ヘッジの有効性の

評価を省略しております。

③のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、実質的判断による償却期間の見積りが可能なものはその見積り

年数で、その他については５年間で、定額法により償却を行っております。

④重要な繰延資産の処理方法

開業費の償却方法及び償却期間

開業費の処理方法については、５年間で定額法により償却を行っております。

⑤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、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における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（主として９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。

c)未認識数理計算上の差異の会計処理方法

　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。

d)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。

⑥消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜き方式によっております。
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Ⅱ．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

当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結注記表に会計上の見積りに関

する注記を記載しております。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、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るものは、次のとおりです。

１．繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 4,936百万円

（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

　当社グループは、将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタック

ス・プランニング等により、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

　将来の課税所得の見積りは、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響等、外部要因を加

味した当社グループの事業計画に基づいております。

　これらの見積りは将来の不確実な経済状況および会社の経営状況の影響を受け、実際に生

じた時期および金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度年度以降の連結計算書類にお

いて認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。また、税制改正により実効税率

が変更された場合に、、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な

影響を与える可能性があります。

２．減損損失

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

減損損失 3,053百万円

（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

　当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該

資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価

額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少額を減損損失として計

上しております。

　また、減損損失の認識の要否の検討や使用価値の算定のために将来キャッシュ・フローを

見積る場合には、新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む一定の仮定を置いておりま

す。

　このため、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず市況が著しく悪化した場合には、

見積りの前提となる事業計画を下方修正し、翌連結会計年度の連結計算書類において追加の

減損損失を計上する可能性があります。
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Ⅳ．追加情報

(株式付与ＥＳＯＰ信託)

(1) 取引の概要

　当社は、従業員に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、グループ共通の横串を通し

た本制度を通じて、当社グループに対する帰属意識の醸成と経営参画意識を持たせ、当社グ

ループの中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、株

式付与ＥＳＯＰ信託を導入しております。本信託は、信託が取得した当社株式を、予め定め

る株式交付規程に基づき、一定の要件を充足する対象従業員に交付するインセンティブ・プ

ランです。なお、本信託が取得する当社株式の取得資金はその全額を各対象会社が拠出する

ため、対象従業員の負担はありません。

(2) 信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純

資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、当

連結会計年度289百万円、341千株であります。

(役員報酬ＢＩＰ信託)

(1) 取引の概要

　当社は、当社およびグループ子会社の取締役（社外取締役および国内非居住者を除く）を

対象に、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを

目的として、当社グループの業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制

度として、役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託を導入しております。本信託は、

欧米の業績連動型株式報酬（Performance Share）制度および譲渡制限付株式報酬

（Restricted Stock）制度と同様に、役位や業績の達成度等に応じて、当社株式および当社

株式の換価処分金相当額の金銭を取締役に交付または給付する制度です。

(2) 信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純

資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額および株式数は、当

連結会計年度302百万円、348千株であります。

（新型コロナウイルス感染症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の感染拡大は、当グループ事業に一定の影響を与えており、2021年４月以

降も一定期間にわたり影響が継続するものと仮定し、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収

可能性等の会計上の見積りを行っております。

　なお、この仮定は、新型コロナウイルス感染拡大の収束時期等、様々な要因に大きく影響を受

けるため、将来における実績値に基づく結果がこれらの仮定及び見積りと異なる可能性がありま

す。
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Ⅴ．連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産 （単位：百万円）

担保に供している資産 担保権によって担保されている債務

種 類 期 末 帳 簿 価 額 内 容 期 末 残 高

建 物 2,454 短期借入金 180

船 舶 1,149
１年内返済予定の
長期借入金

785

土 地 5,724 長期借入金 3,402

計 9,328 計 4,367

（注）上記のほか、宅地建物取引業法の規定により、営業保証金として10百万円を担保に供しており

ます。なお、根抵当権の極度額は2,600百万円であります。

２．有形固定資産の減価償却累計額 155,984百万円

３．偶発債務

(1）債権の流動化に伴う買戻義務限度額 353百万円

(2）差入保証金の流動化に伴う遡及義務 25百万円

(3）受取手形裏書譲渡高 90百万円
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Ⅵ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．発行済株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：株）

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 152,861,921 90,300 － 152,952,221

（注）普通株式の増加90,300株は、譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数

　　普通株式 11,684,688株

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額(円)

基準日 効力発生日

2020年6月25日
定時株主総会

普通株式 （注1）1,984 13.00 2020年3月31日 2020年6月26日

2020年11月6日
取締役会

普通株式 （注2）1,986 13.00 2020年9月30日 2020年12月3日

（注）１．配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口及び役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式

に対する配当金9百万円が含まれております。

２．配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口及び役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式

に対する配当金8百万円が含まれております。

(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

　次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当た
り配当額
(円)

基準日 効力発生日

2021年6月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 （注）2,233 15.00 2021年3月31日 2021年6月28日

（注）配当金の総額には、株式付与ＥＳＯＰ信託口及び役員報酬ＢＩＰ信託口が保有する当社株式に

対する配当金10百万円が含まれております。
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Ⅶ. 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

  当社グループはさらなる事業の成長を図るための設備投資計画に対する必要資金を銀行借

入や社債発行により調達しております。一時的な余剰資金については、安全性の高い金融資

産で運用しております。デリバティブ取引は、商品輸入取引に係る為替変動リスク及び借入

金の金利変動リスクヘッジのために利用し、投機的な取引は実施しておりません。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制

  営業債権である受取手形及び営業未収入金は取引先の信用リスクに晒されており、取引先

ごとの期日管理及び残高管理を行い、各取引先の信用状況を把握する体制としております。

　投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式や資本提携等に関連する株式であり、

市場価格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営業未払金、電子記録債務は、１年以内の支払期日でありま

す。

　外貨建営業未払金は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替の変動リスクをへッ

ジするため為替予約取引を行っております。

　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。借入金は、支払金利の変動リスクに晒されておりますが、

このうち長期借入金の一部については支払金利の変動リスクをヘッジするため金利スワップ

取引を行っております。

　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、当社グループでは資金集

中による資金の一元管理を実施し、グループ資金決済及び調達、残高のモニタリング及び資

金繰り管理を実施しております。

(3）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一定の前提

条件により合理的に算定された価額が含まれているため、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　2021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、含まれておりません。

（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 52,530 52,530 －

 2)受取手形及び営業未収入金 82,689 82,689 －

 3)電子記録債権 2,519 2,519 －

 4)投資有価証券
　　その他有価証券

7,710 7,710
－

 5)長期貸付金
　 (１年内返済予定含む）

307

　 　貸倒引当金（*1） △38

269 263 △5

 6)支払手形及び営業未払金 (44,383) (44,383) －

 7)電子記録債務 （8,586) (8,586) －

 8)短期借入金 (18,408) (18,408) －

 9)社債（１年内償還予定含む） (37,142) (36,370) △771

 10)転換社債型新株予約権付社債
　 （１年内償還予定含む）

(32,118) (31,525) △593

11)長期借入金
　 (１年内返済予定含む）

(78,516) (78,675) 159

12)リース債務
　 (１年内返済予定含む）

(19,135) (18,794) △341

13)デリバティブ取引 58 58 －

　　（*1）長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（注）１．連結貸借対照表計上額及び時価において、負債に計上されているものは（　）で表示してお

ります。

２．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、2)受取手形及び営業未収入金、3)電子記録債権

　これらは短期間で決済されるため、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

4)投資有価証券

　投資有価証券の時価については、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によっております。
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5)長期貸付金

　長期貸付金の時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指

標に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。

6)支払手形及び営業未払金、7)電子記録債務、8）短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価

額によっております。

9)社債、10)転換社債型新株予約権付社債

　当社の発行する社債は、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。

11)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た現在価値により算定しております。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、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られる利率で割り

引いた現在価値により算定しております。

12)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。

13)デリバティブ取引

　取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

　なお、為替予約等の振当処理によるものは、へッジ対象とされている営業未払金と一体

として処理しているため、その時価は当該営業未払金の時価に含めて記載しております。

また、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。

３．非上場有価証券（連結貸借対照表計上額9,688百万円）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「4)投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 909円49銭

２．１株当たり当期純利益 93円81銭

（注）株式付与ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式を、発行済株式総数から控

除する自己株式に含めて計算しております。当該信託が保有する当社株式の期末株式数は

690,613株、期中平均株式数は712,951株です。
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個　別　注　記　表

Ⅰ．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

子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法に基づく原価法

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…………………………移動平均法に基づく原価法

(2) デリバティブ………………………………時価法

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）……定額法

但し、機械及び装置、工具、器具及び備品について

は、定率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

(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

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………………………従業員に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額に基

づいて計上しております。

（3）役員賞与引当金…………………役員に対して支給する賞与にあてるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

（4）株式給付引当金…………………株式交付規程に基づく当社の取締役等への当社株式の給付に

備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額

に基づき計上しております。
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４．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) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法……………………………繰延ヘッジ処理を行っております。なお､金利スワ

ップを利用しているものについては、特例処理を適

用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段………………………………デリバティブ取引（金利スワップ取引）

ヘッジ対象………………………………変動金利借入金

ヘッジ方針………………………………金利相場変動による損失の可能性を減殺することを

目的としてヘッジ会計を行っております。

ヘッジ有効性評価の方法………………ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一

であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変

動等を相殺するものと見込まれるため、ヘッジの有

効性の評価を省略しております。

(2) 消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理方法は税抜き方式によっております。

Ⅱ．表示方法の変更に関する注記

　連結注記表「Ⅱ．表示方法の変更に関する注記」における記載内容と同一であります。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度

以降の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

１．繰延税金資産の回収可能性

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 1,918百万円

（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「Ⅲ．会計上の見積りに関する注記」における記載内容と同一であります。

２．減損損失

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

減損損失 2,778百万円

（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「Ⅲ．会計上の見積りに関する注記」における記載内容と同一であります。
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Ⅳ．追加情報

(株式付与ＥＳＯＰ信託)

　連結注記表「Ⅳ．追加情報」における記載内容と同一であります。

(役員報酬ＢＩＰ信託)

　連結注記表「Ⅳ．追加情報」における記載内容と同一であります。

(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)

　連結注記表「Ⅳ．追加情報」における記載内容と同一であります。

Ⅴ．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 8,077百万円

２．偶発債務

保証債務

仕入債務等に対する連帯保証 714百万円

借入金に対する連帯保証 914百万円

賃貸借契約に対する連帯保証 18百万円

その他に対する連帯保証 0百万円

（注）上記のほか、関係会社の不動産賃借契約について、賃借人としての支払賃借料等一切

の債務について、連帯保証（月額賃借料総額135百万円）を行っております。

３．関係会社に対する短期金銭債権 8,506百万円

４．関係会社に対する長期金銭債権 89,284百万円

５．関係会社に対する短期金銭債務 28,567百万円

Ⅵ．損益計算書に関する注記

１．関係会社に対する営業収益 11,301百万円

２．関係会社に対する営業費用 2,531百万円

３．関係会社との営業取引以外の取引高 1,139百万円

Ⅶ．株主資本等変動計算書に関する注記

　　　自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：株）

株式の種類 当 事 業 年 度 期 首 増 加 減 少 当 事 業 年 度 末

普通株式 898,113 3,941,253 75,255 4,764,111

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加3,941,253株は、単元未満株式の買取りによる増加453

株、2021年3月2日取締役会決議に基づく取得3,940,800株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少75,255株は、株式付与ＥＳＯＰ信託口及び、役員

報酬ＢＩＰ信託口の付与による減少11,255株、ストックオプションの行使による減少

64,000株であります。
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Ⅷ．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

組織再編に伴う関係会社株式 1,659百万円

減損損失 842百万円

関係会社株式評価損 583百万円

関係会社貸倒引当金 410百万円

税務上の繰越欠損金 327百万円

ストック・オプション 125百万円

投資有価証券評価損 116百万円

賞与引当金 54百万円

その他 68百万円

繰延税金資産小計 4,188百万円

評価性引当額 △1,805百万円

繰延税金資産合計 2,382百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △456百万円

その他 △7百万円

繰延税金負債合計 △464百万円

繰延税金資産の純額 1,918百万円
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Ⅸ．関連当事者との取引に関する注記

(単位：百万円)

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

科目
期末
残高

子会社
センコー
株式会社

所有
直接100.00%

経営管理
資金の貸付
役員の兼任

経営管理料
の受取
（注１）

2,817 ― ―

― ― 長期貸付金 76,000

利息の受取
（注２）

611 ― ―

グループ
資金管理

―
（注３）

預り金 2,915

子会社
株式会社
ランテック

所有
直接100.00%

経営管理
資金の貸付
役員の兼任

経営管理料
の受取
（注１）

221 ― ―

資金の回収 472 長期貸付金 5,684

利息の受取
（注２）

77 ― ―

子会社
センコー商事
株式会社

所有
直接100.00%

経営管理
役員の兼任
物品の購入等

経営管理料
の受取
（注１）

85 ― ―

グループ
資金管理

―
（注３）

預り金 4,664

債務保証
（注４）

334 ― ―

子会社
アクロストラ
ンスポート
株式会社

所有
直接100.00%

経営管理
役員の兼任

グループ
資金管理

―
（注３）

預り金 3,528

子会社
センコー汽船
株式会社

所有
間接100.00%

経営管理
役員の兼任

グループ
資金管理

―
（注３）

未収入金 2,783
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取引の条件及び取引条件の決定方針等

（注１）経営管理料につきましては、業務内容等を勘案し、双方協議の上合理的に決定しておりま

す。

（注２）資金の貸付は、市場金利を勘案して利率を決定しております。

（注３）当社ではセンコーグループ内の資金の一元管理を行っており、貸借を双方向で反復継続的

に行っているため、取引金額を記載しておりません。なお、金利については市場金利を勘

案して決定しております。

（注４）債務保証については、仕入債務等に対し、債務保証をしたものであります。なお、保証料

は受領しておりません。

Ⅹ．１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 477円24銭

２．１株当たり当期純利益 11円16銭

（注）株式付与ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託が保有する当社株式を、発行済株式総数から

控除する自己株式に含めて計算しております。当該信託が保有する当社株式の期末株式数は

690,613株、期中平均株式数は712,951株です。
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