法令及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144期（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

川崎汽船株式会社
「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款
第18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
(http://www.kline.co.jp/ir/stock/meeting/index.html)に掲載す
ることにより株主の皆さまに提供しております。

連結注記表
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
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
：288社
主要な連結子会社の名称等
：主要な連結子会社の名称は、事業報告「１．企業
集団の現況に関する事項(6)重要な子会社の状況」
（9頁）に記載のとおりです。
当連結会計年度から、持分比率の増加により
HUSKY TERMINAL & STEVEDORING, INC.を連結子会
社に含めました。また、HLL Heavy Lift + Load
Annegret GmbH & Co. KGを含む34社はSAL Heavy
Lift GmbH(旧SAL Schiffahrtskontor Altes Land
GmbH & CO. KG)に吸収合併されています。
(2) 主要な非連結子会社の名称等

：主要な非連結子会社として、千葉港栄㈱がありま
す。
なお、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）等は、い
ずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないた
め、連結の範囲から除外しています。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用会社の数
26社
持分法適用会社のうち非連結子会社数は９社で、主要な会社として芝浦海運㈱がありま
す。
関連会社数は17社で、主要な会社として㈱リンコーコーポレーションがあります。
当連結会計年度から、持分比率の増加によりHUSKY TERMINAL & STEVEDORING, INC.を持
分法適用会社から連結子会社にしています。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
非連結子会社（千葉港栄㈱他）及び関連会社（防災特殊曳船㈱他）はそれぞれ当期純損
益及び利益剰余金等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います。
(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項
持分法適用会社のうち決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に
係る財務諸表を使用しています。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち決算日が12月31日の会社は273社、１月31日の会社は１社、２月29日の会
社は１社あり、これら各社については同日現在の財務諸表を使用していますが、連結決算
日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っています。決算日が９月
30日の会社１社については、連結決算日現在で決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基
礎としています。その他の連結子会社の決算日は連結決算日と同一となっています。
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４．会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
満期保有目的の債券
：償却原価法
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、売却原価は主とし
て移動平均法により算定）
時価のないもの
：主として移動平均法に基づく原価法
②たな卸資産
：主として移動平均法に基づく原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）
(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）
船舶
：定額法及び定率法を各船別に選択適用しています。
その他の有形固定資産
：主として定率法
②無形固定資産（リース資産を除く）
：定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内に
おける利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ
ています。
③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一
の方法を採用しています。
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
額法を採用しています。
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平成20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
に準じた会計処理によっています。
(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
：債権の貸倒損失に充てるため、一般債権については
貸倒実績率に基づき、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て計上していま
す。
②賞与引当金
：従業員に支給する賞与に充てるため、当連結会計年
度に負担すべき支給見込額を計上しています。
③役員賞与引当金
：役員に支給する賞与に充てるため、当連結会計年度
に負担すべき支給見込額を計上しています。
④退職給付引当金
：従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末
における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き、当連結会計年度末において発生していると認め
られる額を計上しています。
数理計算上の差異は、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
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(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

として９年）による定額法（一部の連結子会社は定
率法）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することとしています。
過去勤務債務は、そ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（主として９年）による定
額法により費用処理しています。
⑤役員退職慰労引当金
：役員の退職慰労金の支出に備えるため、一部の連結
子会社で、内規に基づく期末要支給額を計上してい
ます。
⑥特別修繕引当金
：船舶の定期検査工事の支出に充てるため、当連結会
計年度末において負担すべき支出見積額を計上して
います。
海運業収益及び海運業費用の計上方法
航海完了基準。ただし、コンテナ船については複合輸送進行基準を採用しています。
船舶建造借入金の支払利息の計上方法
船舶建造借入金の建造期間に係る支払利息については、建造期間が長期にわたる船舶に
ついて取得価額に算入しています。
重要なヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。なお、金利スワップ取引のうち特例処理の要件を満た
すものについては、特例処理を採用しています。また、為替予約取引のうち振当処理の
要件を満たすものについては、振当処理を採用しています。
のれんの償却方法及び償却期間
５年間の定額法により償却を行っています。
消費税等の会計処理は税抜方式によっています。

追加情報
(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)
当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変
更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上
の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年
12月４日）を適用しています。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財
源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布されたことに
伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年４月１日以降
解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、主に前連結会計年度の37.6％から、回収又
は支払が見込まれる期間が平成24年４月１日から平成27年３月31日までのものは主に34.2％、平
成27年４月１日以降のものについては主に31.7％にそれぞれ変更されています。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が8,214百万円減少し、
当連結会計年度に計上された法人税等調整額が5,865百万円増加しています。
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表示方法の変更に関する注記
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「その他固定負債」に含めて表示していた「リース債務」(前連結会
計年度1,963百万円)は、重要性が増したため、当連結会計年度より別掲しています。
（連結損益計算書）
前連結会計年度において、「その他特別利益」に含めて表示していた「投資有価証券売却益」
(前連結会計年度129百万円)は、重要性が増したため、当連結会計年度より別掲しています。
前連結会計年度において、別掲していた「傭船解約金」(前連結会計年度1,222百万円)は、重要
性がなくなったため、当連結会計年度においては「その他特別利益」に含めて表示しています。
前連結会計年度において、「その他特別損失」に含めて表示していた「減損損失」(前連結会計
年度48百万円)は、重要性が増したため、当連結会計年度より別掲しています。
前連結会計年度において、「その他特別損失」に含めて表示していた「投資有価証券売却損」
(前連結会計年度8百万円)は、重要性が増したため、当連結会計年度より別掲しています。
前連結会計年度において、「その他特別損失」に含めて表示していた「投資有価証券評価損」
(前連結会計年度443百万円)は、重要性が増したため、当連結会計年度より別掲しています。
前連結会計年度において、別掲していた「関係会社清算損」(前連結会計年度1,091百万円)は、
重要性がなくなったため、当連結会計年度においては「その他特別損失」に含めて表示していま
す。
連結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
担保に供している資産
種類
船舶
370,465百万円
建物及び構築物
10,360百万円
土地
4,679百万円
投資有価証券
4,657百万円
その他
173百万円
合計
390,334百万円
上記投資有価証券4,657百万円については、関係会社等の船舶設備資金調達の担保目的で
差し入れたもので、当連結会計年度末現在の対応債務は存在しません。
また、上記船舶370,465百万円のうち4,915百万円については、保証委託に基づく担保目
的として差し入れたものです。
担保に係る債務
債務区分
短期借入金
長期借入金
合計

30,388百万円
267,985百万円
298,373百万円

２．資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額

312,529百万円
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３．保証債務
保証債務
保証予約
連帯債務のうち、他の連帯債務者負担額

18,741百万円
978百万円
2,439百万円

４．土地再評価
当社（川崎汽船㈱）及び一部の連結子会社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10
年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平
成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、再評価差額か
ら再評価に係る繰延税金負債もしくは再評価に係る繰延税金資産を控除した金額を「土地
再評価差額金」として純資産の部に計上しています。
一部の持分法適用会社は、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律
第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公
布法律第19号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っています。その結果、「土地再評
価差額金」を純資産の部に計上しています。
「土地の再評価に関する法律」第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第１号に
定める当該事業用土地の近隣の地価公示法第６条に規定する標準地について同条の規定に
より公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法によっています。ただし、一部
土地については、第２条第２号に定める当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令第
７条第１項第１号イに規定する基準地について同令第９条第１項の規定により判定された
標準価格に合理的な調整を行って算定する方法、第２条第３号に定める当該事業用土地に
ついて地方税法第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録さ
れている価格に合理的な調整を行って算定する方法、もしくは同条第４号に定める当該事
業用土地について地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の
価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調
整を行って算定する方法によっています。
再評価を行った年月日
平成14年３月31日
再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価
と再評価後の帳簿価額との差額（持分相当額）
△1,509百万円

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び数
普通株式

765,382,298株

２．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)

配当金
の原資

１株当たり
配当額
(円）

基準日

効力発生日

平成23年６月24日
定時株主総会

普通
株式

4,202

利益
剰余金

5.5

平成23年
３月31日

平成23年
６月27日
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(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期となるもの
該当事項はありません。
３．当連結会計年度の末日における新株予約権の目的となる株式の種類及び数（権利行使期間
が到来していないものを除く。）
普通株式
30,506,047株
金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調
達しています。一時的な余資は流動性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金を
銀行借入、コマーシャル・ペーパー発行により調達しています。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、投機的な取引を行わない方針です。
船舶等の有形固定資産取得のための設備投資資金のうち、外貨建てのものについては、為
替変動リスクに晒されており、先物為替予約を利用してヘッジしています。借入金につい
ては、主に設備投資のための資金調達であり、このうち一部は支払金利の変動リスクに晒
されていますが、金利スワップ取引等を利用してヘッジしています。また将来の外貨建て
の営業債務の為替変動リスクに対して、通貨スワップ取引を利用してヘッジしています。
デリバティブ取引については、取引権限及び限度額等を定めた決裁基準規程及びデリバテ
ィブ業務取扱細則に基づき、決裁権限者の承認を得て行っており、取引実績は定期的に執
行役員会に報告しています。
２．金融商品の時価等に関する事項
平成24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。
（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

96,698

96,698

(2)受取手形及び営業未収金

77,894

77,894

－

(3)投資有価証券

49,108

46,765

△2,343

(4)支払手形及び営業未払金

(75,275)

(75,275)

－

(5)短期借入金

(72,049)

(72,447)

△398

(6)社債
(7)長期借入金
(8)デリバティブ取引

－

(74,573)

(72,171)

2,401

(406,162)

(408,757)

△2,594

(53,177)

(53,836)

△658

(※) 負債に計上されている項目及び純額で債務となった項目（「(8)デリバティブ取引」）につ
いては、（ ）で表示しています。
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(注１)
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び営業未収金、(4)支払手形及び営業未払金、(5)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっています。ただし、「(5)短期借入金」の金額に含まれている長期借入金のうち１年以内
返済予定額については、下記「(7)長期借入金」に記載の方法により時価を算定しています。
(3)投資有価証券
投資有価証券の時価については、取引所の価格によっています。
(6)社債
社債の時価については、主として市場価格に基づき算定しています。
(7)長期借入金
長期借入金の時価については、主として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います。
(8)デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた債権・債務を純額で表示しており、時価については、取引先
金融機関等から提示された価格によっています。なお、デリバティブ取引については、全てヘ
ッジ会計を適用しています。
(注２)
非上場株式（連結貸借対照表計上額26,105百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ
ュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、
「(3)投資有価証券」には含めていません。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額
１株当たり当期純損失

317円59銭
54円14銭

１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失の算定上の基礎は次のとおりです。
連結貸借対照表上の純資産額
普通株式に係る純資産額
普通株式の期末発行済株式数
普通株式の期末自己株式数

259,934百万円
242,572百万円
765,382千株
1,600千株

連結損益計算書上の当期純損失
普通株式に係る当期純損失
普通株主に帰属しない金額
普通株式の期中平均株式数

41,351百万円
41,351百万円
－
763,785千株

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
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
①子会社株式及び関連会社株式
②満期保有目的の債券
③その他有価証券
時価のあるもの

時価のないもの
(2) たな卸資産

：移動平均法に基づく原価法
：償却原価法
：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）
：移動平均法に基づく原価法
：移動平均法に基づく原価法（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（リース資産を除く）
①船舶
：定額法
②その他の有形固定資産
：定率法
ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建
物附属設備は除く）については、定額法によって
います。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）：定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内
における利用可能期間（５年）に基づく定額法に
よっています。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同
一の方法を採用しています。
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
定額法を採用しています。
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平成20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によっています。
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３．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

(2) 賞与引当金
(3) 退職給付引当金

(4) 特別修繕引当金

：債権の貸倒損失に充てるため、一般債権について
は貸倒実績率に基づき、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て計上し
ています。
：従業員に支給する賞与に充てるため、当事業年度
に負担すべき支給見込額を計上しています。
：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及び年金資産の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認めら
れる額を計上しています。
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（９
年）による定額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌事業年度から費用処理することとしていま
す。
過去勤務債務は、そ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（９年）による定額法
により費用処理しています。
：船舶の定期検査工事の支出に充てるため、当事業
年度末において負担すべき支出見積額を計上して
います。

４．海運業収益及び海運業費用の計上方法
航海完了基準。ただし、コンテナ船については複合輸送進行基準を採用しています。
５．船舶建造借入金の支払利息の計上方法
船舶建造借入金の建造期間に係る支払利息については、建造期間が長期にわたる船舶につ
いて取得価額に算入しています。
６．ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。なお、金利スワップ取引のうち特例処理の要件を満たす
ものについては、特例処理を採用しています。また、為替予約取引のうち振当処理の要件
を満たすものについては、振当処理を採用しています。
７．消費税等の会計処理は税抜方式によっています。
追加情報
(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)
当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及
び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変
更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月
４日）を適用しています。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財
源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布されたことに
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伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年４月１日以降解消
されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の37.6％から、回収又は支払が見込
まれる期間が平成24年４月１日から平成27年３月31日までのものは34.2％、平成27年４月１日以
降のものについては31.7％にそれぞれ変更されています。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が7,925百万円減少し、
当事業年度に計上された法人税等調整額が5,565百万円増加しています。
表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）
前期において、「その他長期資産」に含めて表示していた「リース投資資産」(前期248百万円)
は、重要性が増したため、当期より別掲しています。
（損益計算書）
前期において、別掲していた「傭船解約金」(前期1,222百万円)は、重要性がなくなったため、
当期においては「その他特別利益」に含めて表示しています。
前期において、別掲していた「貸倒引当金繰入額」(前期418百万円)は、重要性がなくなったた
め、当期においては「その他特別損失」に含めて表示しています。
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
担保に供している資産
種類
船舶
42,615百万円
土地
407百万円
投資有価証券
3,983百万円
関係会社株式
3,982百万円
合計
50,989百万円
上記投資有価証券3,983百万円及び関係会社株式3,982百万円については、関係会社等の
船舶設備資金調達の担保目的で差し入れたもので、期末現在当社の対応債務は存在しませ
ん。
また、上記船舶42,615百万円のうち4,915百万円については、保証委託に基づく担保目的
として差し入れたものです。
担保に係る債務
債務区分
短期借入金
長期借入金
合計

2,824百万円
28,313百万円
31,137百万円

２．資産に係る減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額

77,771百万円

３．保証債務
保証債務
保証予約等

76,231百万円
198,513百万円
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（当社が船舶保有子会社から定期用船している船舶に係る設備資金の借入等に対する
もの、保証債務19,207百万円、保証予約等152,408百万円を含みます。）
連帯債務のうち、他の連帯債務者負担額
2,279百万円
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
長期金銭債権
短期金銭債務
長期金銭債務
損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高

営業収益
営業費用

営業取引以外の取引高
株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
普通株式

45,946百万円
53,995百万円
35,195百万円
1,923百万円

18,536百万円
165,107百万円
5,090百万円

1,345,062株

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
貸倒引当金
866百万円
賞与引当金
164
特別修繕引当金
95
未払事業税
13
投資有価証券等評価損
1,170
退職給付引当金
249
減損損失
583
海運業未払金（特別修繕）
4,480
税務上の繰延資産
4,153
繰越欠損金
28,094
繰延ヘッジ損失
11,803
その他有価証券評価差額金
2,652
その他
796
繰延税金資産 小計
55,123
評価性引当額
△1,844
繰延税金資産 合計
53,279
繰延税金負債
特別償却準備金
△471
圧縮記帳積立金
△374
その他
△581
繰延税金負債 合計
△1,427
差引：純額（繰延税金資産）
51,851
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リースにより使用する固定資産に関する注記
１．リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
器具及び備品
その他
合計
取得価額相当額
31,879
740
32,619百万円
減価償却累計額相当額
27,841
364
28,206
期末残高相当額
4,038
375
4,413
②未経過リース料期末残高相当額
１年内
1,895百万円
１年超
1,233
合計
3,129
③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料
3,123百万円
減価償却費相当額
3,600
支払利息相当額
195
④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
・減価償却費相当額の算定方法
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います。
・利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各事業年度へ
の配分方法については、利息法によっています。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（借主側）
未経過リース料
１年内
5,028百万円
１年超
23,291
合計
28,320
（貸主側）
未経過リース料
１年内
280百万円
１年超
553
合計
833
関連当事者との取引に関する注記
１. 親会社及び法人主要株主等
該当事項はありません。
２. 子会社及び関連会社等
一般の取引と同等の取引条件で決定しているため、記載を省略しています。
３. 役員及び個人株主等
該当事項はありません。

－ 12 －

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額
１株当たり当期純損失

210円87銭
48円48銭

１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失の算定上の基礎は次のとおりです。
貸借対照表上の純資産額
普通株式に係る純資産額
普通株式の期末発行済株式数
普通株式の期末自己株式数

161,109百万円
161,109百万円
765,382千株
1,345千株

損益計算書上の当期純損失
普通株式に係る当期純損失
普通株主に帰属しない金額
普通株式の期中平均株式数

37,044百万円
37,044百万円
－
764,040千株

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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