法令及び定款に基づくインターネット開示事項

■ 連結計算書類
・連結注記表

■ 計算書類
・個別注記表

（2020年６月１日から2021年５月31日まで）

日本国土開発株式会社

「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては法令および当社定款の規
定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.n-kokudo.co.jp/）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。

連
（自

結

注

2020年６月１日

至

記

表

2021年５月31日）

［連結計算書類作成のための基本となる重要な事項］
（連結の範囲に関する事項）
1. 連結子会社の数及び名称
連結子会社の数
８社
連結子会社の名称
国土開発工業株式会社、コクドビルエース株式会社、ＡＮＩＯＮ株式会社、
宮古発電合同会社を営業者とする匿名組合、宇都宮北太陽光発電合同会社
を営業者とする匿名組合、福島エコクリート株式会社、海洋工業株式会社、
松島太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合
2. 非連結子会社の数及び名称
非連結子会社の数
４社
非連結子会社の名称 JDCアセットマネジメント株式会社、あおば霊苑サービス株式会社
KOKUDO JDC (Thailand) Co.，Ltd.、延岡太陽光発電合同会社
非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益
剰余金が連結計算書類に及ぼす重要性がないため、連結の範囲から除外しております。
（持分法の適用に関する事項）
1. 持分法を適用した関連会社の数及び名称
関連会社の数
１社
関連会社の名称
株式会社不来方やすらぎの丘
2. 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の数及び名称
非連結子会社の数
４社
非連結子会社の名称 JDCアセットマネジメント株式会社、あおば霊苑サービス株式会社
KOKUDO JDC (Thailand) Co.，Ltd.、延岡太陽光発電合同会社
非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であり、当期純損益及び利益剰余金が連結計算書類に
及ぼす重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
関連会社の数
１社
関連会社の名称
CSMレンタル株式会社
CSMレンタル株式会社は、純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)が連結計算
書類に影響を及ぼす重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3. 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
株式会社不来方やすらぎの丘は３月末日を決算日としており、連結計算書類の作成にあたっては、
３月末日現在の財務諸表を採用しております。なお、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おります。
（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、松島太陽光発電合同会社を営業者とする匿名組合は３月末日を決算日としてお
り、連結計算書類の作成にあたっては、３月末日現在の財務諸表を採用しております。なお、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おります。
また、その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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（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 … 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）を採用しております。
時価のないもの … 移動平均法による原価法を採用しております。なお、匿名組合契約に基づく
特別目的会社への出資（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、特別目的会社の損益の純額に対する持分相当額を
取り込む方法を採用しております。
（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ …… 時価法を採用しております。
（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産 …… 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）を採用しております。なお、賃貸に供している物件につい
ては、有形固定資産に準じて減価償却をしております。
未成工事支出金 … 個別法による原価法を採用しております。
開発事業等支出金 … 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）を採用しております。
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（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）並びに2016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）を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物・構築物 ８～50年、機械・運搬具及び工具器具・備品 ２～22年
（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。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）に基づく定額法を採用しております。
（3）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て、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
売上債権、貸付金等の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）完成工事補償引当金
引渡しの完了した工事の瑕疵担保等の費用発生に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対
する将来の見積補償額及び特定工事における将来の補修見込額を加味して計上しております。
（3）工事損失引当金
当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるた
め、その損失見込額を計上しております。
（4）役員賞与引当金
一部の連結子会社は、役員に対して支給する賞与の支出に備えて、当連結会計年度に見合う支給
見込額に基づき計上しております。
（5）事業整理損失引当金
事業整理に伴い発生する損失に備えるため、当連結会計年度末における損失見積額を計上してお
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ります。
（6）役員退職慰労引当金
一部の連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、退職慰労金内規に基づく当連結会
計年度末要支給額を計上しております。
（7）株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員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。
（8）訴訟損失引当金
係争中の訴訟等に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、当連結
会計年度末において必要と認められる金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）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、期末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
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。また、控除対象外消費税等は
発生した連結会計年度の期間費用として処理しております。
（3）収益及び費用の計上基準
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工事契約については工事進
行基準を適用し、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。なお、工事進
行基準を適用する工事契約の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によってお
ります。当連結会計年度における工事進行基準による完成工事高は100,669百万円であります。
（4）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについて
は特例処理によっております。
（5）退職給付に係る会計処理の方法
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、
期間定額基準によっております。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（１０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損益処理することとしております。
なお、当連結会計年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を
控除した額を超過する場合には、退職給付に係る資産として投資その他の資産に計上しておりま
す。
（6）関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
当社及び一部の連結子会社は、複数の企業が一つの建設工事等を受注・施工することを目的に組
成する共同企業体（ジョイントベンチャー）については、個別の組織体として認識せず、構成員の
出資の割合に応じて資産、負債、収益及び費用を認識する方法によっております。
［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」の適用に伴う変更
「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。
[会計上の見積りに関する注記]
（工事進行基準による収益認識及び工事損失引当金）
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
― 3 ―

完成工事高

１００,６６９百万円

工事損失引当金

４９百万円

（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
工事進行基準により計上される完成工事高については、工事原価総額を基礎として当連結
会計年度末までの実際発生原価に応じた工事進捗度に工事収益総額を乗じて算定しておりま
す。工事原価総額の見積りについては工事着工段階において実行予算を編成し、工事の現況
を踏まえて継続的に見直しております。また全ての工事契約について、工事原価総額が工事
収益総額を超過する場合には、損失見込額について工事損失引当金を計上しております。
上記のとおり、工事進行基準による収益認識及び工事損失引当金の計上については、工事
原価総額の見積りの影響を受けます。工事原価総額の見積りは、今後の工事の進捗に伴い、
施工中の工法変更や施工範囲の変更等に伴う設計変更や追加契約の締結、市況の変化による
調達価格の変動などの影響を受ける可能性があり、翌連結会計年度の連結計算書類の完成工
事高及び工事損失引当金の計上額に重要な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、感染拡大防止策を徹底した
うえで事業を継続する事を前提に、現時点において入手可能な情報を基に工事進行基準にお
ける会計上の見積りを行っておりますが、当連結会計年度において、本感染症が会計上の見
積りに及ぼす重要な影響はないと認識しております。
なお、本感染症による影響は不確定要素が多く、今後感染拡大により事業環境が著しく変
化した場合には、翌連結会計年度の会計上の見積りに重要な影響を及ぼす可能性がありま
す。
（追加情報）
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
（１）株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）
当社は、2019年１月29日開催の取締役会決議に基づき、2019年３月５日より、従業員の福利
厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託
（J-ESOP）
」（以下「本制度」という。）を導入しております。
① 取引の概要
本制度の導入に際し制定した「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に
対し当社株式を給付する仕組みであります。
将来給付する株式を予め取得するために、当社は「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として
株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）に金銭を信託し、当該信託銀行はその信託された金銭に
より当社株式を取得しております。
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。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は570百万
円、株式数は1,118千株であります。
③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
（２）株式給付信託（従業員持株会処分型）
当社は、2020年３月３日開催の取締役会決議に基づき、2020年７月22日より、当社グループ
の従業員（以下「従業員」という。）の福利厚生の増進及び当社グループの企業価値向上に係るイ
ンセンティブの付与を目的として、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」（以下「本制度」とい
う。）を導入しております。
① 取引の概要
本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託者」とい
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う。）を受託者とする「株式給付信託（従業員持株会処分型）契約書」（以下「本信託契約」とい
う。）を締結しております（以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。）。
また、受託者は株式会社日本カストディ銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託
者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
株式会社日本カストディ銀行は、株式会社日本カストディ銀行に設定される信託Ｅ口（以下「信
託Ｅ口」という。）において、信託設定後３年間にわたり持株会が購入することが見込まれる数に
相当する当社株式を予め一括して取得し、定期的に持株会に対して売却を行っております。信託Ｅ
口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却
益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加
入者（従業員）に分配します。また、当社は、信託Ｅ口が当社株式を取得するために受託者が行う
借入に際し保証をするため、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の
借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
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。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は279百万
円、株式数は489千株であります。
③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当連結会計年度末275百万円
(有形固定資産の保有目的の変更)
当連結会計年度において、保有目的の変更により、有形固定資産の一部（土地2,325百万円、建
物・構築物3,805百万円）を販売用不動産へ振り替えております。
(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用)
会計方針の開示、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2020
年３月31日）を当連結会計年度から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採
用した会計処理の原則及び手続」を新たに記載しております。
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［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
① 更生担保権
（1） 担保に提供している資産
土地
（2） 担保に係る債務
その他（長期未払金）
② 借入金
（1） 担保に提供している資産
建物・構築物
土地
投資有価証券
計
（2） 担保に係る債務

短期借入金
長期借入金
計

190百万円
80百万円
118百万円
192百万円
509百万円
820百万円
151百万円
637百万円
789百万円

上記の他、DBO事業(※)の契約履行義務に対して、投資有価証券10百万円を担保に供しており
ます。
※）DBO（Design Build Operate）事業：事業会社に施設の設計（Design）、建設（Build）、運営（Operate）
を一括して委ね、施設の保有と資金の調達は行政が行う事業。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

14,884百万円

3. ノンリコース債務
（1）借入金に含まれるノンリコース債務
短期借入金

2,128百万円

長期借入金
計

12,241百万円
14,369百万円

（2）ノンリコース債務に対応する資産
現金預金
受取手形・完成工事未収入金等
建物・構築物
機械・運搬具
土地
計
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1,781百万円
314百万円
1,555百万円
11,769百万円
1,145百万円
16,565百万円

4. コミットメントライン契約等
当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契
約、タームローン契約及び当座貸越契約を締結しております。
なお、コミットメントライン契約及びタームローン契約には、純資産及び経常損益に係る財務制限
条項が付されております。
当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約、当座貸越契約及びタームローン契約に係る
借入未実行残高等は次のとおりであります。

5.

コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額
借入実行残高
差引額

17,100百万円
－百万円
17,100百万円

タームローン残高

14,800百万円

投資有価証券に含まれる非連結子会社及び関連会社の株式等

45百万円

［連結損益計算書に関する注記］
1. 売上原価のうち工事損失引当金繰入額

46百万円

741百万円
2. 研究開発費の総額
3. 減損損失
当連結会計年度において、当社グループは保有する以下の資産について減損損失を計上しておりま
す。
場所
佐賀県太良町

用途
小水力発電設備

種類

減損損失

機械・運搬具

77百万円

減損の兆候を判定するにあたっては、原則として地域ごとに、また、関連事業用資産及び遊休資
産については物件ごとにグルーピングを実施しております。
減損損失を認識すべきとされた上記小水力発電設備については、帳簿価格を回収可能価額まで減額
し、減少額77百万円を特別損失に計上しております。その内訳は、機械・運搬具77百万円でありま
す。当資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.6％で割
り引いて算定しております。
［連結株主資本等変動計算書に関する注記］
1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
株式の種類

当連結会計年度
期首株式数

普通株式

98,255千株

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
株式数
98,255千株

2. 自己株式に関する事項
株式の種類

当連結会計年度
期首株式数

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
株式数

普通株式
11,113千株
823千株
871千株
11,064千株
（注）１ 当連結会計年度末の株式数には、「株式給付信託（J-ESOP）」及び「株式給付信託（従業員持株会処分型）」
の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式1,608千株が含まれており
ます。
２ 自己株式の普通株式の増加823千株は、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」により、当該信託が取得し
た823千株であります。
３ 自己株式の普通株式の減少871千株は、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」による給付94千株、「株式給付信
託（従業員持株会処分型）」の信託から従業員持株会への処分333千株、ストック・オプションの行使によ
る減少351千株、及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による93千株であります。
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3. 剰余金の配当に関する事項
（1）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

2020 年 ８ 月 27 日
定時株主総会
2021 年 １ 月 14 日
取
締
役
会

１株当たり
配当額

株式の種類

配当金の総額

普通株式

1,590,380,172円

18.0円

普通株式

884,209,540円

10.0円

基準日

効力発生日

2020年
５月31日
2020年
11月30日

2020年
８月28日
2021年2月1日

（注）１

2020年８月27日定時株主総会決議による１株当たり配当額の内訳は、普通配当10.0円、特別配当8.0円で
あります。
２ 2020年８月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産とし
て株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金21百万円が含まれており
ます。
３ 2021年１月14日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」及び「株式給付信託
（従業員持株会処分型）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に
対する配当金17百万円が含まれております。

（2）当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
2021年８月26日開催予定の定時株主総会において、次の議案を提案する予定であります。
株式の種類

配当金の総額

普通株式

1,420,778,464円

１株当たり
配当額
16.0円

配当の原資

基準日

効力発生日

利益剰余金

2021年
５月31日

2021年
８月27日

（注）１ １株当たり配当額の内訳は、普通配当10.0円、特別配当6.0円であります。
２ 配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」及び「株式給付信託（従業員持株会処分型）」の信託財産と
して株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金25百万円が含まれてお
ります。

（3）当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数
普通株式

５５４,０００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
（1）金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に建設事業・開発事業等を行うため、その運転資金や設備投資資金の一部を
資金計画に照らし、必要な資金を取引金融機関からの借り入れ等により調達しております。デリバ
ティブは、為替の変動リスク及び支払金利の変動リスクを回避するために利用しております。金融
商品は商品特性を評価し、安全性が高いと判断された商品のみを利用しております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び完成工事未収入金等営業債権に係る顧客の信用リスクは、本社及び各事業部におけ
る営業部門を中心に主な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手先ごとの期日及び残高
を管理するとともに、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。
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）の財務状況等を把握し、保有状
況を継続的に見直しております。
借入金等の使途は運転資金や設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して
金利スワップを実施し、支払金利の固定化を図っております。なお、デリバティブは実需の範囲で
行うこととしております。
当社は、各部門からの報告に基づき財務部門が定期的に資金計画を作成・更新するとともに、適
時コミットメントライン契約等に基づく借入を行い手許資金を安定的に維持・確保しております。
（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もあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年５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）現金預金

46,954

46,954

－

（2）受取手形・完成工事未収入金等

32,502

32,502

－

4,737

4,737

－

63

65

1

13

13

－

△13

△13

－

（3）投資有価証券
その他有価証券
（4）長期貸付金（※１）
（5）破産更生債権等
貸倒引当金（※２）

－

－

－

84,258

84,260

1

（1）支払手形・工事未払金等

17,362

17,362

－

（2）長期借入金（※３）

31,052

30,840

△212

3,000

2,994

△5

資産計

（3）社債
（4）リース債務（※４）
負債計

1,615

1,587

△27

53,030

52,785

△245

（※１）長期貸付金は、１年以内弁済予定の長期貸付金を含んでおります。
（※２）破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※３）長期借入金は、１年以内返済予定の長期借入金を含んでおります。
（※４）流動負債のリース債務と固定負債のリース債務の合計額を表示しております。
（注）1 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）現金預金
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、当該帳簿価額としております。
（2）受取手形・完成工事未収入金等
短期間で決済されるものについては、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。回収期間が１年を超えるものについては、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期日までの期
間及び国債の利率により割り引いた現在価値から貸倒引当金を控除した額により算定しております。
(3）投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式及び不動産投資信託は取引所の価格によっております。
（4）長期貸付金
長期貸付金の時価については、元利金の合計額を国債の利率で割り引いた現在価値により時価を算定してお
ります。貸倒懸念債権については、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、連結決算日にお
ける貸借対照表価額から現在の貸倒引当金を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としており
ます。
（5）破産更生債権等
破産更生債権等の時価については、回収見込額等に基づいて貸倒引当金を算定しているため、連結決算日に
おける貸借対照表価額から現在の貸倒引当金を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としてお
ります。
負債
（1）支払手形・工事未払金等
これらは全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額としておりま
す。
（2）長期借入金及び（3）社債
元利金の合計額を国債の利率または国債の利率に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値に
より時価を算定しております。なお、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、当該デリバティブ取引は、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理しております。
（4）リース債務
元利金の合計額を国債の利率に信用スプレッドを上乗せ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、少額物件については割引計算処理は行っておりません。
（注）2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（連結貸借対照表計上額4,287百万円）及び匿名組合への出資（連結貸借対照表計上額57百万円）
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、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。
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［賃貸等不動産に関する注記］
当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル・住宅等（土地を
含む）を有しております。当連結会計年度末における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は555百万円
（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度の増減額及び時価は、次のとおり
であります。
（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額
当期首残高
13,502

期中増減額

当期末の時価

当期末残高

△7,255

6,246

7,221

（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を控除した金額であります。
２ 当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は売却による減少（土地959百万円及び建物・構築物348百万
円）及び保有目的の変更による棚卸資産への振替（土地1,283百万円及び建物・構築物3,805百万円）によ
るものです。
３ 当連結会計年度末の時価は、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も含む）であります。

［１株当たり情報に関する注記］
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益

846.77円
88.92円

（注）１ 「株式給付信託（J-ESOP）」及び「株式給付信託（従業員持株会処分型）」の信託財産として株式会社日本カ
ストディ銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式
総数から控除する自己株式に含めております（当連結会計年度1,608千株）。
また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま
す（当連結会計年度1,656千株）。
２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
１株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

7,713 （百万円）

普通株主に帰属しない金額

－ （百万円）

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益

7,713 （百万円）

普通株式の期中平均株式数

86,745 （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
（自
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注

2020年６月１日

至

記

表

2021年５月31日）

［重要な会計方針に係る事項に関する注記］
（重要な会計方針）
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
子会社株式及び
… 移動平均法による原価法を採用しております。
関連会社株式
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）を採用しております。
時価のないもの … 移動平均法による原価法を採用しております。なお、匿名組合契約に基づく
特別目的会社への出資（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、特別目的会社の損益の純額に対する持分相当額を
取り込む方法を採用しております。
（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ …… 時価法を採用しております。
（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産 …… 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）を採用しております。なお、賃貸に供している物件につい
ては、有形固定資産に準じて減価償却をしております。
未成工事支出金 … 個別法による原価法を採用しております。
開発事業等支出金 … 個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切下げの
方法により算定）を採用しております。
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（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）並びに2016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）を採用しております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
建物・構築物８～50年、機械・運搬具及び工具器具・備品２～20年
（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。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）に基づく定額法を採用しております。
（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
売上債権、貸付金等の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）完成工事補償引当金
引渡しの完了した工事の瑕疵担保等の費用発生に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する
将来の見積補償額及び特定工事における将来の補修見込額を加味して計上しております。
（3）工事損失引当金
当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、
その損失見込額を計上しております。
（4）事業整理損失引当金
事業整理に伴い発生する損失に備えるため、当事業年度末における損失見積額を計上しております。
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（5）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及び年金資産の見込額に基
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、期間定額基準によっております。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（10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損益処理することとしております。
なお、当事業年度において認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除
した額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。
（6）株式給付引当金
株式給付規程に基づく従業員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。
（7）訴訟損失引当金
係争中の訴訟等に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、当事業
年度末において必要と認められる金額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
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については工事進行基準を採
用し、その他の工事については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する
工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。当事業年度における
工事進行基準による完成工事高は92,835百万円であります。
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）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、期末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）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについて
は特例処理によっております。
（3）消費税等の会計処理
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。また、控除対象外消費税等は
発生事業年度の期間費用として処理しております。
（4）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における
これらの会計処理の方法と異なっております。
（5）関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
複数の企業が一つの建設工事等を受注・施工することを目的に組成する共同企業体（ジョイント
ベンチャー）については、個別の組織体として認識せず、構成員の出資の割合に応じて資産、負
債、収益及び費用を認識する方法によっております。
［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」の適用に伴う変更
「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
から適用し、個別注記表に［会計上の見積りに関する注記］を記載しております。

― 12 ―

[会計上の見積りに関する注記]
（工事進行基準による収益認識及び工事損失引当金）
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
工事進行基準による完成工事高

９２,８３５百万円

工事損失引当金

４９百万円

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結注記表［会計上の見積りに関する注記］（工事進行基準による収益認識及び工事損失引
当金）に記載した内容と同一であります。
（追加情報）
（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引）
（１）株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）
当社は、2019年１月29日開催の取締役会決議に基づき、2019年３月５日より、従業員の福利
厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託
（J-ESOP）
」（以下「本制度」という。）を導入しております。
① 取引の概要
本制度の導入に際し制定した「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に
対し当社株式を給付する仕組みであります。
将来給付する株式を予め取得するために、当社は「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として
株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）に金銭を信託し、当該信託銀行はその信託された金銭に
より当社株式を取得しております。
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。当事業年度末の当該自己株式の帳簿価額は570百万円、
株式数は1,118千株であります。
③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
該当事項はありません。
（２）株式給付信託（従業員持株会処分型）
当社は、2020年３月３日開催の取締役会決議に基づき2020年７月22日より、当社グループの
従業員（以下「従業員」という。）の福利厚生の増進及び当社グループの企業価値向上に係るイン
センティブの付与を目的として、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」（以下「本制度」とい
う。）を導入しております。
① 取引の概要
本制度の導入にあたり、当社は、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社（以下「受託者」とい
う。）を受託者とする「株式給付信託（従業員持株会処分型）契約書」（以下「本信託契約」とい
う。）を締結しております（以下、本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」という。）。
また、受託者は株式会社日本カストディ銀行との間で、株式会社日本カストディ銀行を再信託受託
者として有価証券等の信託財産の管理を再信託する契約を締結しております。
株式会社日本カストディ銀行は、株式会社日本カストディ銀行に設定される信託Ｅ口（以下「信
託Ｅ口」という。）において、信託設定後３年間にわたり持株会が購入することが見込まれる数に
相当する当社株式を予め一括して取得し、定期的に持株会に対して売却を行っております。信託Ｅ
口による持株会への当社株式の売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却
益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加
入者（従業員）に分配します。また、当社は、信託Ｅ口が当社株式を取得するために受託者が行う
借入に際し保証をするため、当社株価の下落等により、信託終了時において、株式売却損相当額の
借入残債がある場合には、保証契約に基づき当社が当該残債を弁済することとなります。
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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。当事業年度末の当該自己株式の帳簿価額は279百万円、
株式数は489千株であります。
③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当事業年度末275百万円
(有形固定資産の保有目的の変更)
当事業年度において、保有目的の変更により、有形固定資産の一部（土地2,325百万円、建物・
構築物3,805百万円）を販売用不動産へ振り替えております。
(「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の適用)
「会計方針の開示、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2020
年３月31日）を当事業年度から適用し、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用
した会計処理の原則及び手続」を新たに記載しております。
［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
(1) 更生担保権
① 担保に提供している資産
土地
② 担保に係る債務
長期未払金
(2) 借入金
① 担保に提供している資産
投資有価証券
② 担保に係る債務
短期借入金
長期借入金
計

190百万円
80百万円
509百万円
40百万円
81百万円
122百万円

上記の他、関係会社の借入金に対して、投資有価証券2,074百万円、ＤＢＯ事業(※)の契約履
行義務に対して、投資有価証券10百万円を担保に供しております。
※）DBO（Design Build Operate）事業：事業会社に施設の設計（Design）、建設（Build）、運営（Operate）
を一括して委ね、施設の保有と資金の調達は行政が行う事業。

2. 有形固定資産の減価償却累計額

12,457百万円

3. 保証債務
下記の会社の金融機関からの借入債務に対して保証を行っております。
宮古発電合同会社
福島エコクリート株式会社

581百万円
378百万円

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
短期金銭債務

122百万円
275百万円
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5. コミットメントライン契約等
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行とコミットメントライン契約、タームロー
ン契約及び当座貸越契約を締結しております。
なお、コミットメントライン契約及びタームローン契約には、純資産及び経常損益に係る財務制限
条項が付されております。
当事業年度末におけるコミットメントライン契約、当座貸越契約及びタームローン契約に係る借入
未実行残高等は次のとおりであります。
コミットメントライン及び当座貸越極度額の総額
借入実行残高

16,500百万円
－ 百万円

差引額

16,500百万円

タームローン残高

14,800百万円

6. 固定資産圧縮積立金
租税特別措置法に基づいて計上したものであります。
［損益計算書に関する注記］
1. 関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高
仕入高
営業取引以外の取引による取引高

1,038百万円
1,146百万円
1百万円

2. 売上原価のうち工事損失引当金繰入額

46百万円

3. 研究開発費の総額

743百万円

4. 減損損失
当事業年度において、当社は保有する以下の資産について減損損失を計上しております。
場所
佐賀県太良町

用途
小水力発電設備

種類

減損損失

機械・運搬具

77百万円

減損の兆候を判定するにあたっては、原則として地域ごとに、また、関連事業用資産及び遊休資産
については物件ごとにグルーピングを実施しております。
減損損失を認識すべきとされた上記小水力発電設備については、帳簿価格を回収可能価額まで減額
し、減少額77百万円を特別損失に計上しております。その内訳は、機械・運搬具77百万円でありま
す。当資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを4.6％で割
り引いて算定しております。
［株主資本等変動計算書に関する注記］
自己株式に関する事項
株式の種類
普通株式

当事業年度
期首の株式数
11,113千株

当事業年度
増加株式数
823千株

（注）１

当事業年度
減少株式数
871千株

当事業年度末
株式数
11,064千株

当事業年度末の株式数には、「株式給付信託（J-ESOP）」及び「株式給付信託（従業員持株会処分型）」の信
託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式1,608千株が含まれておりま
す。
２ 自己株式の普通株式の増加823千株は、「株式給付信託（従業員持株会処分型）」により、当該信託が取得
した823千株であります。
３ 自己株式の普通株式の減少871千株は、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」による給付94千株、「株式給付信
託（従業員持株会処分型）」の信託から従業員持株会への処分333千株、ストック・オプションの行使によ
る減少351千株及び、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による93千株であります。
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［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
退職給付引当金
棚卸不動産評価損
未払費用
減損損失
完成工事補償引当金
減価償却超過額
株式給付引当金
完成工事高
未払事業税
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

959百万円
643百万円
410百万円
401百万円
294百万円
188百万円
174百万円
143百万円
80百万円
275百万円
3,571百万円
△2,458百万円
1,112百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
前払年金費用
固定資産圧縮積立金
その他
繰延税金負債合計
繰延税金負債の純額

△644百万円
△584百万円
△371百万円
△7百万円
△1,607百万円
△495百万円

［関連当事者との取引に関する注記］
種類

役員

役員

役員

会社等の名称
又は氏名

朝倉

健夫

曽根 一郎

増成 公男

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

(被所有)
直接 0.05

当社
代表取締役
社長

(被所有)
直接 0.02

(被所有)
直接 0.03

当社
取締役
当社取締役
常勤監査等
委員

取引の内容
金銭報酬債権の現物
支給に伴う自己株の
処分(注)１
ストック・オプショ
ンの権利行使(注)２
金銭報酬債権の現物
支給に伴う自己株の
処分(注)１
ストック・オプショ
ンの権利行使(注)２
ストック・オプショ
ンの権利行使(注)２

（注）１

取引金額
（百万円）

科目

期末残高
（百万円）

12

－

－

11

－

－

5

－

－

4

－

－

11

－

－

譲渡制限付株式報酬制度に基づく、金銭報酬債権の現物支給であります。
2020年９月23日開催の当社取締役会決議により割り当てられた譲渡制限付株式の取引金額については、
2020年９月18日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における、当社の普通株式の終値に基づ
き決定しております。また、2021年４月20日開催の当社取締役会決議により割り当てられた譲渡制限付株
式の取引金額については、2021年４月19日（取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における、当
社の普通株式の終値に基づき決定しております。
２ 2018年11月20日開催の取締役会決議に基づき付与されたストック・オプションの当事業年度における権利
行使を記載しております。
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［１株当たり情報に関する注記］
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益

788.87円
78.36円

（注）１ 「株式給付信託（J-ESOP）」及び「株式給付信託（従業員持株会処分型）」の信託財産として株式会社日本カ
ストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式を、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から
控除する自己株式に含めております（当事業年度1,608千株）。
また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております
（当事業年度1,656千株）。
２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
１株当たり当期純利益
当期純利益
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益
普通株式の期中平均株式数

6,797
－
6,797
86,745

［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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（百万円）
（百万円）
（百万円）
（千株）

