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連 結 財 政 状 態 計 算 書 
 

（ 2 0 1 8 年 ３ 月 3 1 日 現 在 ） 
 

   （単位：百万円） 

科   目 金   額 科   目 金   額 

（資産）  （負債）  

非流動資産  流動負債  

有形固定資産 98,794 
仕入債務及びその他の
債 務 

19,220 

投資不動産 1,490 借入金 7,351 

無形資産 3,545 リース債務  256 

その他の包括利益を通
じて公正価値で測定す
る金融資産 

5,894 
引当金 1,971 

未払法人所得税等 2,891 

繰延税金資産 10,694 その他の流動負債 7,954 

その他の非流動資産 11,409   

非流動資産合計 131,826 流動負債合計 39,643 

    

流動資産  非流動負債  

棚卸資産 2,925 繰延税金負債 6 

売上債権 469 借入金 1,221 

景品 4,114 リース債務  326 

その他の流動資産 5,104 その他の非流動負債 799 

現金及び預金 40,533 引当金 5,461 

流動資産合計 53,145 非流動負債合計 7,813 

    

  負債合計 47,456 

  （資本）  

  資本金 15,000 

  資本剰余金 12,741 

  利益剰余金 114,106 

  その他の資本の構成要素 (4,315) 

  
親会社の所有者に帰属す
る 持 分 合 計 

137,532 

  非支配持分 (17) 

    

  資本合計 137,515 

資産合計 184,971 負債及び資本合計 184,971 

 
  



 

 

連 結 損 益 計 算 書 
 

（2017年４月１日から2018年３月31日まで） 
 

  （単位：百万円） 

科       目 金      額 

営業収入  152,092 

営業費用 (136,727)  

一般管理費 (5,049)  

その他の収入 9,458  

その他の費用 (2,425)  

営業利益  17,349 

金融収益 236  

金融費用 (781)  

税引前当期利益  16,804 

法人所得税費用  (5,879) 

当期利益  10,925 

   

当期利益の帰属   

親会社の所有者  10,870 

非支配持分  55 

当期利益  10,925 

   

 
  



 

 

連 結 持 分 変 動 計 算 書 
 

（2017年４月１日から 2018年３月31日まで） 
 

   （単位：百万円） 

項 目 

親会社の所有者に帰属する持分 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 

その他の資本の構成要素 

その他の包括
利益を通じて
測定する金融
資産の公正価
値の純変動 

為替換算 
調整勘定 

2017年４月１日（期首）残高 15,000 12,741 112,403 (4,721) 1,515 

当期利益 － － 10,870 － － 

その他の包括利益 － － － (335) (765) 

利益剰余金への振替 － － 25 (24) － 

当期包括利益合計 － － 10,895 (359) (765) 

非支配持分株式の取得による減少 － － － － － 

2018年度配当金 － － (9,192) － － 

当期変動額合計 － － 1,703 (359) (765) 

2018年３月31日（期末）残高 15,000 12,741 114,106 (5,080) 750 

 

項 目 

親会社の所有者に帰属する持分 

非支配持分 資本合計 その他の資本の構成要素 

合計 

その他 合計 

2017年４月１日（期首）残高 15 (3,191) 136,953 (72) 136,881 

当期利益 － － 10,870 55 10,925 

その他の包括利益 1 (1,099) (1,099) 1 (1,098) 

利益剰余金への振替 (1) (25) － － － 

当期包括利益合計 － (1,124) 9,771 56 9,827 

非支配持分株式の取得による減少 － － － (1) (1) 

2018年度配当金 － － (9,192) － (9,192) 

当期変動額合計 － (1,124) 579 55 634 

2018年３月31日（期末）残高 15 (4,315) 137,532 (17) 137,515 

 
  



 

 

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 

(1) 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称   

連結子会社の数 18社 

主要な連結子会社の名称 

株式会社ダイナム、株式会社キャビンプラザ、夢コーポレーション株式会社、株式会社ダイナ

ムビジネスサポート、株式会社日本ヒュウマップ、Dynam Hong Kong Co.,Limited（大樂門香

港有限公司） 

  

(2) 会計処理基準に関する事項 

① 連結計算書類の作成基準 

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、指定国際会計基準に準拠して作

成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、指定国際会計基準で求められ

る開示項目の一部を省略しております。 

  

② 重要な資産及び負債の評価基準及び評価方法 

ア． 棚卸資産 

(ア)貯蔵品 

貯蔵品は、営業供用前のパチンコ機及びパチスロ機並びにホール営業で使用される消耗品

から構成され、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定されております。 

営業供用前のパチンコ機及びパチスロ機の原価の算定は、個別法による原価法（帳簿価額

は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算出）を採用しております。 

ホール営業で使用される消耗品の原価の算定は、先入先出法を使用しております。 

  

(イ)開発事業等支出金 

開発事業等に係る支出金は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定され

ております。 

開発事業等支出金の取得原価には、具体的に特定された原価（開発原価の総計のほか、材

料及び消耗品、賃金、その他の直接費及び間接費配賦額、資本化された借入費用を含む）が

含まれております。正味実現可能価額は、報告対象期間の後に受領予定の販売額から販売費

を控除した金額、又は市況に基づいた見積りとして決定しております。完成後は、当該資産

は帳簿価額で販売用不動産に再分類されます。 

  

イ．景品 

景品は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額で測定されております。正味実現

可能価額とは、通常の事業過程における見積売価から見積販売費用を控除した金額であります。

原価の算定にあたっては、総平均法を使用しております。 

  

ウ．金融商品 

2016年３月期より、IFRS第９号「金融商品」を早期適用しております。 

(ア)金融資産 

ａ．デリバティブ金融商品とヘッジ会計 

当社グループは、主として金利変動リスクや為替換算リスクの軽減を目的としてデリバ

ティブ取引を利用しております。 

デリバティブの当初認識はデリバティブ契約を締結した日の公正価値で行い、その後各

報告期間末に公正価値で再測定しております。 

デリバティブの事後の公正価値の変動についての会計処理は、適格なヘッジ手段に指定

される場合はヘッジ目的とヘッジ指定により決定され、適格なヘッジ手段に指定されない



 

 

場合は純損益に認識しております。 

ｂ．デリバティブ以外の金融資産 

当初認識及び測定 

当社グループは、売上債権及びその他債権を発生日に認識しております。それ以外の金

融資産は、当該金融商品の契約条項の当事者となった取引日に認識しております。 

当社グループは、当初認識時に金融資産を事後に償却原価で測定するもの、その他の包

括利益を通じて公正価値で測定するもの、又は純損益を通じて公正価値で測定するものの

いずれかに分類しております。 

金融資産の分類と測定は、契約上のキャッシュ・フローの特性及び当該金融資産を保有

する事業モデルの目的に基づき決定しております。 

当社グループは、事後の変動を純損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、公

正価値及び取得に直接起因する取引コストを当初認識額に含めております。純損益を通じ

て公正価値で測定する金融資産については、取得に直接起因する取引コストを発生時に純

損益で認識しております。 

  

事後の測定 

金融資産は、金融商品の分類により、以下のとおり事後の測定を行っております。 

 (a)償却原価で測定する金融資産 

当社グループは、次の条件がともに満たされる場合には金融資産を償却原価で測定

しております。 

- 当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有

することを目的とする事業モデルの中で保有されている。  

- 金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキ

ャッシュ・フローが所定の日に生じる。 

各報告期間末日において、金利収益は実効金利法を用いて、総額での帳簿価額に実

効金利を適用して算定されます。 

償却原価で測定される金融資産の認識の中止を行った場合、帳簿価額と受け取った

対価又は認識した債権との差額は純損益で認識しております。 

  

 (b)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 

当社グループは、次の条件がともに満たされる場合には、金融資産をその他の包括

利益を通じて公正価値で測定しております。 

- 当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的

が達成される事業モデルの中で保有されている。 

- 金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキ

ャッシュ・フローが所定の日に生じる。 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動は、認識

の中止が行われるまでその他の包括利益に認識しております。 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の認識の中止を行った場合、

当該その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産について、過去にその他

の包括利益に認識した利得又は損失の累計額を資本から純損益に組替調整額として振

り替えております。 

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産からの金利収益は、純損益

に認識しております。 

  

上記の条件がともに満たされた場合のその他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る金融資産に加えて、当社グループは、当初認識時に取消不能の選択を行った場合、

売買目的保有以外の資本性金融商品に対する投資の公正価値の事後の変動をその他の

包括利益に表示しております。 

当該取消不能の選択による特定の資本性金融商品に対する投資からの配当は、純損



 

 

益に認識しております。 

  

(c)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 

上記(a) と (b) に分類された以外の全ての金融資産は、純損益を通じて公正価値で

測定する金融資産として分類しております。 

  

c．金融資産の減損 

償却原価で測定される金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資

産 (貸付金、社債及び売上債権など)、リース債権、特定のローンコミットメント及び金

融保証契約に対して、信用リスクの評価を行っております。 

当初認識時以降金融商品に係る信用リスクが著しく増大しているか否かに基づき、信用

損失を測定する期間が異なります。金融商品に係るリスクが著しく増大している場合は、

損失評価引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。信用リスクが

著しく増大していない場合には、損失評価引当金を当報告日現在の12か月の予想信用損失

に等しい金額で測定しております。 

IFRS第９号に従い、報告日現在で認識が要求される損失評価引当金の金額に修正するた

めに必要となる予想信用損失（又は戻入れ）の金額を減損利得又は減損損失として、純損

益に認識しております。 

信用リスクの評価及び予想信用損失の見積もりには、偏りのない確率加重金額、過去の

事象、現在の状況及び報告日において利用可能で、合理的かつ裏付け可能な将来の経済状

況の予測についての情報を反映しております。 

  

d．金融資産の認識の中止 

当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効する

又は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合

にのみ、金融資産の認識の中止を行っております。 

  

e．金融資産及び負債の表示 

金融資産及び負債は、下記の条件がともに満たされた場合には、金融資産と金融負債を

相殺し、純額を連結財政状態計算書上で表示しております。 

-当社グループが残高を相殺する法的に強制可能な権利を有する場合 

-純額で決済するか又は資産の実現と負債の決済を同時に行う意図を有する場合 

  

(イ)金融負債 

 当社グループには、借入金、仕入債務及びその他の債務を含む非デリバティブ金融負債と

デリバティブ金融負債があります（デリバティブの詳細については、ウ．（ア）金融資産 a.

デリバティブ金融商品とヘッジ会計参照）。 

 非デリバティブ金融負債の当初認識においては、公正価値から金融負債の発行に直接起因

する取引コストを控除しております。 

当初認識以降の公正価値の事後の変動は、実効金利法に基づく償却原価で測定しておりま

す。 

金利費用は、実効利回りを使用して認識しております。 

非デリバティブ金融負債は、契約上で特定された債務が免責、取消又は失効となった場合

に、認識を中止しております。 

  

エ．投資不動産 

投資不動産は、長期的な賃料収益若しくは資本増加又はその両方を得るために保有される土

地、建物並びに構造物です。投資不動産の当初取得原価には、投資不動産の取得に直接付随す

る全ての直接原価が含まれます。 

当初認識後、投資不動産は、外部の独立した不動産鑑定業者の鑑定に基づく公正価値で計上



 

 

しております。 

投資不動産の公正価値の変動による利得又は損失は、発生した期間の損益として認識してお

ります。 

投資不動産から自己使用不動産に保有目的を変更した場合、投資不動産は有形固定資産とし

て再分類され、再分類日の公正価値が会計上の取得原価となります。 

自己使用不動産から投資不動産に保有目的を変更した場合、自己使用不動産は投資不動産と

して再分類され、再分類日の公正価値が会計上の取得原価となります。再分類から生じる利得

は、過去に減損損失を認識した特定の固定資産の戻入分は純損益において識別され、その超過

した利得はその他の包括利益において再評価剰余金として計上されます。 

投資不動産の処分にかかる利得又は損失は当該不動産の純売却収入と帳簿価額の差額であり、

損益として認識しております。 

  

③ 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

ア．有形固定資産 

有形固定資産は、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測定し

ております。 

取得原価には、資産の取得に直接付随する費用、資産の解体・撤去及び設置していた場所の

原状回復費用に関する初期見積り費用等が含まれます。 

当初取得以降に発生した費用については、その費用が将来の経済的便益が当社グループに流

入する可能性が高く、金額を信頼性を持って測定することができる場合にのみ、当該資産の帳

簿価額に算入するか個別の資産として認識しております。取替が実施された資産の帳簿価額は、

認識の中止を行っております。他の全ての修繕並びに維持にかかる費用は、発生時に損益認識

されます。 

有形固定資産の減価償却費は、取得原価から定額法及び定率法に基づき、見積耐用年数経過

後の残存価額を控除した金額を償却するのに適切な償却率で計算されております。主な耐用年

数は以下のとおりであります。 

土地 非償却 

建物（建物附属設備を含む） ２―50年 

工具器具備品 ２―20年 

車両 ２―６年 

償却方法、耐用年数及び残存価額は、毎期末に見直しを行い、必要に応じて改定しておりま

す。 

建設仮勘定は建設中の建物及び構造物を表し、取得原価から減損損失を控除した金額で計上

されております。減価償却は当該資産が使用可能となった時に開始いたします。 

有形固定資産の処分にかかる利得又は損失は、当該資産の処分金額と帳簿価額との差額によ

り算出され、損益として計上されます。 

  

イ．無形資産 

(ア)のれん 

のれんは子会社の買収により発生し、移転した対価、被取得企業の被支配持分の金額及び取

得前に保有していた被取得企業の資本持分の、取得日公正価値の識別可能純資産の公正価値に

対する超過額を表します。 

減損テストの目的のために、企業結合により生じたのれんは、企業結合によるシナジー効果

が見込まれる資金生成単位又は資金生成グループに配分されます。当該資金生成単位は、のれ

んを内部管理目的で監視している最小のレベルとなります。 

  

  



 

 

(イ)商標権及びソフトウェア 

商標権及びソフトウェアは、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で

計上されております。償却は以下の見積耐用年数にわたり定額法で計算しております。 

 

商標権 10年 

ソフトウェア ５年 

償却方法、耐用年数及び残存価額は毎期末日に見直しを行い、必要に応じて改定しておりま

す。 

のれん及び耐用年数を確定できない無形資産は償却の対象ではなく、減損テストを年１回、

又は事象もしくは状況の変化によって減損の兆候がある場合にはそれ以上の頻度で行います。

減損の有無の検討のため、資産はその他の資産又は資産グループ（資金生成単位）のキャッシ

ュ・インフローからおおむね独立した、別個に識別可能なキャッシュ・インフローの最小単位

でグループ化を行います。 

  

④ 非金融資産の減損 

ア．有形固定資産及び無形資産(のれんを除く)の減損 

当社グループは、各連結会計年度末に有形固定資産及び無形資産（のれんを除く）の帳簿価

額について、減損の兆候の有無を判定しております。個別資産の回収可能価額を見積ることが

できない場合には、当該資産が属する資金生成単位ごとに回収可能価額を見積っております。

減損の兆候が存在すると判断された場合、減損損失の金額を決定するために回収可能価額を見

積もります。回収可能価額は、資産又は資金生成単位の処分費用控除後の公正価値と使用価値

のいずれか高い金額で算定しております。使用価値の算定は、見積将来キャッシュ・フローを

貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスクを反映した税引前の割引率により、現在価値ま

で割引測定しております。 

資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回った場合、資産又は資金生成単位の

帳簿価額は回収可能価額まで減額され、損益として認識されます。 

減損損失の認識後に戻入れる場合、当該資産又は資金生成単位の帳簿価額は、修正された見

積回収可能価額まで増額されます。ただし、当該減損の戻入れは過年度に当該資産又は資金生

成単位が減損を認識されていなかった場合の帳簿価額を超えない範囲で行われ、戻入額は損益

として認識されます。 

  

イ．のれんの減損 

のれんの減損テストを毎年行っておりますが、減損の可能性を示す事象や状況の変化が生じ

た場合には、より高い頻度で行っております。のれんは取得原価から減損損失累計額を控除し

た金額で測定しております。 

のれんは企業結合のシナジーから便益を得ることが期待される資金生成単位に配分され、減

損テストを実施しております。 

回収可能価額は、のれんを配分した資金生成単位について、処分費用控除後の公正価値か使

用価値のいずれか高い方の金額となります。回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には減損損

失を計上することとなります。回収可能価額は、主に割引キャッシュ・フロー・モデルにより

算定しており、算定に際しては、割引率、成長率、顧客からの通期の貸玉収入及び営業費用に

関連した指標等について一定の仮定を設定しております。 

のれんの減損損失は、損益として認識され、その後の期間に戻入れは行われておりません。 

  

⑤ 引当金の計上基準 

引当金は、当社グループの過去の事象の結果によって生じた法的又は推定的債務を現在有して

おり、当該債務を決済するのに経済的便益を持つ資源の流出が必要となる可能性が高く、信頼性

のある見積りを行える場合に認識しております。貨幣の時間価値が重要である場合には、引当金

の見積将来キャッシュ・フローを現在価値で測定しております。現在価値の算定には、貨幣の時

間的価値及び当該負債の固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いております。 



 

 

 ⑥ 従業員給付 

ア．短期従業員給付 

短期従業員給付については、関連するサービスが提供された時点で、割引計算を行なわない

金額で費用として計上しております。 

有給休暇費用については、それらを支払うべき現在の法的又は推定的債務を負っており、か

つ、その金額を信頼性をもって見積ることができる場合に、それらの制度に基づいて支払われ

ると見積られる額を負債として認識しております。 

  

イ．退職給付 

当社グループは、退職後給付制度として確定拠出年金制度及び確定給付制度の両方を運営し

ております。 

(ア)確定拠出制度 

 確定拠出年金制度の退職給付に係る費用は、基本給に一定の割合を乗じて算出された当該

制度への拠出額を、拠出時に費用として認識しております。 

  

(イ)確定給付制度 

 連結財政状態計算書に計上されている退職給付に係る負債は、報告期間の末日現在の確定

給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除したものであります。 

 確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用は、予測単位

積増方式を使用して、独立専門鑑定人によって行われた評価に基づき算定しております。 

 確定給付制度債務の現在価値は、将来の予想支払額の割引現在価値であります。割引率は、

将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期

末日時点における優良社債の市場利回りに基づき算定しております。 

 利息費用の純額は、確定給付制度債務の現在価値から制度資産の公正価値を控除した残高

純額に割引率を乗じることによって算定しております。この費用は、従業員給付費用に含め

ております。 

 実績修正及び数理計算上の仮定の変更から生じた再測定は、発生した期間にその他の包括

利益に直接認識しております。この再測定は連結持分変動計算書及び連結財政状態計算書上

で利益剰余金に含まれております。 

  

⑦ 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

ア．機能通貨及び表示通貨 

当社グループの各企業の計算書類は、その企業が事業活動を行う主たる経済環境の通貨（以

下、「機能通貨」）で作成されております。連結計算書類は、当社の機能通貨及び表示通貨で

ある日本円で表示されております。 

  

イ．取引及び残高 

外貨建取引は、取引日の為替レートにより機能通貨に換算されます。外貨建貨幣性資産及び

負債は、各報告期間の期末日の為替レートで換算されます。この換算によって生じた利益及び

損失は、損益として認識されます。 

公正価値で測定される外貨建非貨幣性項目は、当該公正価値が決定した日の為替レートで換

算されます。 

非貨幣性項目の利益又は損失がその他の包括利益として認識される際、当該損益の為替部分

はその他の包括利益として認識されます。非貨幣性項目の利益又は損失が損益として認識され

る際、当該損益の為替部分は損益として認識されます。 

  
  



 

 

ウ．在外営業活動体 

当社グループの表示通貨と異なる通貨を機能通貨とする全てのグループ企業の経営成績及び

財政状態は、以下のとおり表示通貨に換算されます。 

 - 各財政状態計算書の資産及び負債は、期末日の為替レートで換算されます。 

 - 各損益計算書の収益及び費用は、期中平均為替レートで換算されます。ただし、当該期中

平均為替レートが取引日における為替レートの累積的影響の合理的な概算値とはいえない

場合には、取引日の為替レートで換算されます。 

 - 換算結果として生じる為替差額は、資本の構成項目において為替換算調整勘定にて認識さ

れます。 

連結計算書類において、在外営業活動体に対する純投資の換算から生じる為替差額は、資本

の構成項目の為替換算調整勘定に含まれます。在外営業活動体を売却した場合には、かかる換

算差額は売却損益の一部として連結損益計算書で認識されます。 

  

⑧ 自己株式 

自己株式を取得した場合は、税効果考慮後の直接取引費用を含む支払対価を資本の控除項目と

して認識しております。自己株式を消却した場合、自己株式の帳簿価額を資本剰余金から控除し

ております。 

自己株式の取得、消却及び売却から損益は認識されません。 

帳簿価額と対価の差額は、資本剰余金として認識いたします。 

  

⑨ 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。 

  

(3) 新しいIFRS基準書及び解釈指針の適用 

2017年４月１日に開始する会計期間において、下記のIFRS基準書及び解釈指針を適用しておりま

すが、経営成績及び財政状態に与える影響はありません。 

– IFRS基準書（修正）年次改善2014‐2016 サイクル 

– IAS７（修正）開示イニシアティブ 

– IAS12（修正）未実現損失に関する繰延税金資産の認識 

 

2. 連結財政状態計算書に関する注記 

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 161,822 百万円 

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。 

  

(2) 担保に供されている資産及び担保に係る債務 

① 担保に供されている資産 

建 物 494 百万円 

土 地 2,410 百万円 

合計 2,904 百万円 
  

② 担保に係る債務 

長期借入金 2,957 百万円 

（１年以内返済予定額を含む）   

  

(3) 資産から直接控除された貸倒引当金 79 百万円 

  
  



 

 

3. 連結持分変動計算書に関する注記 

(1) 当連結会計年度末における発行済株式数 

普通株式 765,985,896 株 

  

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項 
  

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 

2017年５月25日 
取締役会 

普通株式 4,596 6.00 2017年６月２日 2017年６月23日 

2017年11月21日 
取締役会 

普通株式 4,596 6.00 2017年12月11日 2018年１月12日 

  

(3) 配当の基準日及び効力発生日が翌期となる剰余金の配当に関する事項 
  

決議 株式の種類 
配当金の 
総額 

(百万円) 
配当の原資 

１株当たり 
配当額 
(円) 

基準日 効力発生日 

2018年５月23日 
取締役会 

普通株式 4,596 利益剰余金 6.00 2018年６月４日 2018年６月22日 

  

配当金の総額は、連結計算書類の取締役会決議日である2018年５月23日現在の発行済株式数

765,985,896株に基づいて、計算しております。 

配当基準日である2018年６月４日において自己株式を保有している場合には、当該自己株式の総数

に１株当たりの配当金額を乗じた額を控除した残額を配当金の総額といたします。 

 

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組方針 

当社グループの事業は、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等の様々な財務リスクに直面

しております。当社グループは、予測不可能な金融市場の分析とグループの連結計算書類への不

利な潜在的影響を最小限に留めることを目的とした、総合的なリスク管理プログラムを実施して

おります。 

  

② 金融商品の内容及びそのリスク 

ア．市場リスク 

(ア)為替リスク 

グループ各社のほとんどの事業取引、資産、及び負債は円建てで計上されておりますが、

一部の事業取引が香港ドル及び米ドル建てで行われているため、当該取引から生じる資産及

び負債を含め、当社グループの為替リスクが存在します。外貨建取引、資産及び負債に関し

て当社グループでは現在、為替変動に対するヘッジは実施しておりません。当社グループで

は為替の危険性を十分にモニタリングし、必要性が生じれば為替変動に対するヘッジを実施

いたします。 

  

(イ)価格リスク 

当社グループは、主に上場株式からなる資本性金融商品から生じる株価変動リスクに晒さ

れております。当社グループは、定期的に投資先の財務状況と株式の公正価格を見直してお

ります。 

  
  



 

 

(ウ)金利変動リスク 

当社グループの金利変動リスクは、銀行預金及び借入金に起因し、預金及び借入金には、

市場の状況によって変動する金利が発生いたします。 

  

イ．信用リスク 

信用リスクは、顧客が合意したとおりに債務を履行できない可能性から生じます。 

現金預金、売上債権、リース債権及びその他の債権、デリバティブは、当社グループの金融

資産として、帳簿価額を最大のリスクエクスポージャーとする信用リスクに晒されております。 

当社グループでは、与信先が適切な信用履歴を有しているか確認する方針を取っております。

顧客に対する債権は、取締役によって注意深く監視されております。 

信用リスクを最小限に抑えるために、経営者はチームを組織し、与信枠、与信承認、その他

のモニタリング業務 を行っております。また、経営者は各売上債権及びリース債権の回収可

能性を定期的に審査し、適正な減損損失を貸倒引当金として 処理することを確認することに

より、当社グループの信用リスクを大幅に低減していると考えております。 

現金及び預金残高とデリバティブの信用リスクは、顧客が国際的格付機関から高い信用格付

けを与えられている銀行であることから、限定的と判断しております。売上債権及びリース債

権に関する顧客の信用度は、財政状態、信用履歴およびその他の要因を考慮して評価されます。

経営者は、定期的な返済履歴がある顧客の債務不履行リスクは低いと考えております。 

  

当社グループは、資産の当初認識時に債務不履行の発生可能性を検討しております。また、

信用リスクが著しく増大しているかどうかについては、各報告期間を通して継続的に検討して

おります。信用リスクが著しく増大しているどうかを評価するため、当社グループでは報告日

現在の債務不履行発生のリスクと当初認識時におけるそのリスクとの比較を行っております。

比較においては、利用可能で、合理的かつ裏付け可能な将来予測的な情報を考慮しております。

特に以下の項目を指標としております。 

 -  外部信用格付け（利用可能である限り） 

 -  事業状況、財務状況又は経済状況の既存の又は予想される不利な変化のうち、借手が債

務を履行する能力に著しい変化を生じさせると予想されるもの 

 -  借手の営業成績の実際又は予想される著しい変化 

 -  借手の予想される業績及び行動の著しい変化。これには、グループ内の借手の支払状況

の変化及び借手の営業成績の変化が含まれる 

  

以上の分析に関わらず、契約上の支払いが30日超の期日経過となっている場合は、債務者の

信用リスクに著しい増大があるとみなしております。顧客が合理的な期間内に契約上の支払い

を行えず、期日経過となる場合を金融資産における債務不履行として定義しております。 

債務者が当社グループと合意した返済計画を遂行できないなど、回収が合理的に見込めない

場合においては、 金融資産を直接償却しております。当社グループでは、直接償却を行った

売上債権又はリース債権に対しても期日経過債権を回収できるよう、履行強制活動を継続して

おります。回収された場合は、純損益に認識しております。 

  

売上債権の通常の回収期間は、30日以内であります。 

当連結会計年度末現在の売上債権の総額は469百万円であります。 

  

当連結会計年度末現在において延滞している売上債権及び貸倒引当金の重要な残高は認識し

ておりません。 

  
  



 

 

ウ．流動性リスク 

当社グループでは、必要な流動性、融資条項の遵守、銀行との関係性を定期的にモニタリン

グし、短期及び長期の必要な流動性を満たすために、十分な預金と換金可能な証券、及び主要

な金融機関との適正なコミットメントラインを確保しております。 

  

(2) 金融商品の公正価値に関する事項 

① 当社グループにおける金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。 

  

 

2018年３月31日現在 

百万円 

 

帳簿価額  公正価値 

金融資産      

その他の包括利益を通じて公正価値で 
測定する金融資産 

5,894  5,894 

償却原価で測定される金融資産    

債権（現金及び現金同等物を含む） 42,007  42,007 

賃借保証金 6,387  6,864 

リース債権 892  892 

合計 55,180  55,657 

金融負債      

償却原価で測定される金融負債    

仕入債務及びその他の金融負債 9,362  9,362 

借入金 8,572  8,572 

リース債務 582  582 

合計 18,516  18,516 

 

② 連結損益計算書において金融資産に対して認識した収益、費用、利得又は損失は以下のとおり

であります。 

  

 
当連結会計年度 
(2018年３月31日) 

 百万円 

金融資産  

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する持分投資からの配当  

 報告期間の末日現在で保有している投資に関するもの 112 

合計 112 

  

  

③ 公正価値の測定 

ア．その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 

上場株式の公正価値は、期末日の市場の終値により算定しております。活発な市場が無い場

合や非上場株式の場合は、合理的な評価技法を用いて公正価値を算出しております。 

イ．債権（現金及び現金同等物を含む） 

これらの金融資産（売上債権、その他債権、現金及び現金同等物を含む）は、短期間で決済

されるため、公正価値は帳簿価額に近似しております。 



 

 

ウ．賃借保証金 

賃借保証金は、満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値に

より算定しております。 

エ．リース債権 

リース債権は、満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値に

より算定しております。 

オ．金融負債 

借入金及びリース債務の公正価値は、一定の期間ごとに区分した債務毎に、債務額を満期ま

での期間及び 信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。

それ以外の金融負債は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額に近似しております。 

 

④ 公正価値の評価 

公正価値は、測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受

け取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格であります。 

公正価値の算定に用いたインプットの信頼性についての目安とするため、当グループは金融商

品を会計基準で規定された３つのレベルに区分いたしました。 

各レベルについての説明は以下のとおりであります。 

  

レベル１のインプット: 
当社グループが測定日にアクセスできる、同一の資産又は負債の活
発な市場での未調整の公表価格 

レベル２のインプット: 
上記の見積額以外で、直接的又は間接的に資産又は負債から観察可
能なデータ 

レベル３のインプット: 資産又は負債の市場において観察不能なデータ 

  

活発な市場のある金融商品の公正価値は貸借対照日時点の市場価格に基づいて算出しておりま

す。活発な市場とは、取引所市場、ディーラー市場、ブローカー市場、産業グループ、プライシ

ングサービス及び規制機関等により、市場価格が容易に且つ定期的に入手できる場合であり、こ

の市場価格が実際に、また定期的に発生する公正な市場取引を反映した市場をいいます。当社グ

ループが保有する金融資産のうち、活発な市場における直近のビット価格（買呼値）を用い評価

している金融資産をレベル１として分類しております。 

レベル１分類している金融資産は、上場株式により構成されております。 

 

活発な市場のない金融商品の公正価値は、評価技法を用いて算出しております。これらの評価

技法は、観察可能な市場データで入手可能なものを最大限に利用し、固有の見積りの利用は最小

限にしております。金融商品の公正価値の算定に必要な全ての重要なインプットに観察可能な市

場データがある場合、金融商品はレベル２に分類されます。 

 

重要なインプットが観察可能な市場データにより入手できない金融商品はレベル３に分類して

おります。レベル３に分類された金融商品は、主として活発な市場のない有価証券であります。 

  



 

 

⑤ 認識している公正価値測定値 

経常的な公正価値測定が行われている資産及び負債 

 

2018年３月31日現在の公正価値分類の開示 

分類 

公正価値の評価分類   

レベル１  レベル２  レベル３  合計  

百万円  百万円  百万円  百万円 

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する金融資産 

       

 香港上場有価証券 4,441  －  －  4,441 

 日本上場有価証券 586  －  －  586 

 その他 －  －  867  867 

        

合計 5,027  －  867  5,894 

 

当社グループは、公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替を、報告期間の末日において認識し

ております。 

当連結会計年度において、経常的な公正価値測定のレベル１、レベル２及びレベル３の間の振

替はありません。 

 

⑥ 公正価値の算定に用いた評価技法 

金融商品の評価に用いる具体的な評価技法には以下のものが含まれます。 

- 純資産価値法に基づく評価 

- 類似した金融商品の市場相場価格又はディーラー相場価格 

- 割引キャッシュ・フロー分析 

これらにより実施された公正価値の見積もりは、すべてレベル３に含まれております。 

 

⑦ 重要な観察不能インプットを使用した公正価値測定（レベル３） 

2018年３月期におけるレベル３の項目の変動は以下のとおりです。 

 

  百万円 

期首残高 1,055 

その他の包括利益に認識した損失 (123) 

取得 4 

売却/償還 (69) 

期末残高 867 

 

  



 

 

⑧ 評価のためのインプット及び公正価値の関係 

レベル３の公正価値の測定で使用している重要な観察可能でないインプットに関する情報は以

下のとおりであります。 

 

種類 評価技法 
観察可能でない 
インプット 

2018年３月31日 

百万円 

非上場の資本性証券等 純資産価値法 ― 867 

 

⑨ 評価プロセス 

当社グループの財務責任者は、財務報告のために必要な資産及び負債の公正価値の評価につ

いて責任を負っております。財務責任者は、取締役会に公正価値に関する報告を行っておりま

す。評価方法に関するディスカッションは、取締役と財務責任者との間で少なくとも年２回は

行われます。 

当社グループは、レベル３に区分される金融商品の公正価値の測定において、その公正価値

を算定するために社外の資格を有する独立した専門家を利用しております。 

 

⑩ 連結財政状態計算書上、公正価値で測定されていないが公正価値は開示されている資産・負債 

下記の金融資産及び金融負債は、連結財政状態計算書上は公正価値で測定されておりません。

公正価値は下表のとおりであります。連結財政状態計算書上の帳簿価額が、公正価値に近似し

ている金融資産及び金融負債は、下表に含めておりません。 
 
 

当連結会計年度(2018年３月31日) 

分類 

公正価値の評価分類   

レベル１  レベル２  レベル３  合計 

百万円  百万円  百万円  百万円 

金融資産        

賃借保証金 －  6,864  －  6,864 

        

合計 －  6,864  －  6,864 

 

⑪ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 

ア．その他の包括利益を通じて公正価値で測定する持分投資は以下の個別銘柄への投資で構成さ

れております。 

  

 2018年３月31日 

 百万円 

非流動資産  

Macau Legend Development Limited 2,632 

IGG Inc 1,809 

その他 1,453 

合計 5,894 

  

当社グループは、投資先企業との取引関係の維持・強化による中長期的な収益の拡大などを

目的として保有している資本性金融商品への投資の公正価値の事後の変動をその他の包括利益

に表示することを選択しております。 

  



 

 

イ．持分投資の除却 

当連結会計年度において、当社グループは、重要な持分投資の処分を行っておりません。 

  

5. １株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり親会社所有者帰属持分 179円 55銭 

(2) 基本的１株当たり当期利益 14円 19銭 

  

6. 重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 
 


