第53期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項
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（平成27年９月１日から平成28年８月31日まで）

株式会社サダマツ

「連結注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社
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
（http://www.b-sophia.co.jp/IR/）に掲載することにより株主の皆
様に提供しております。

連結注記表
（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）
1.

連結の範囲に関する事項
連結子会社の数

３社

連結子会社の名称・・・・・・台灣貞松股份有限公司
D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.
維璦國際有限公司
2.

持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

3.

連結子会社の事業年度等に関する事項
在外連結子会社維璦國際有限公司及び台灣貞松股份有限公司の決算日は連結決算日と一致して
おります。
在外連結子会社D&Q JEWELLERY Co.,Ltd.の決算日は６月30日であります。連結計算書類の作成
にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用し、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。

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・・・決算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・・・移動平均法による原価法

②

たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品・・・・個別法による原価法
（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
原材料・・・・・・・移動平均法による原価法
（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
貯蔵品・・・・・・・最終仕入原価法による原価法
（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(注)貯蔵品は流動資産の「その他」に含まれております。

― 1 ―

(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・・・・イ.平成19年3月31日以前に取得したもの
(リース資産除く)

旧定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除
く）については、旧定額法によっております。
ロ.平成19年4月1日以降に取得したもの
定率法によっております。
ハ.平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物
定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額について
は、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま
す。主な耐用年数は以下のとおりであります。

②

建物

２年～17年

機械及び装置

５年～10年

工具器具備品

２年～20年

無形固定資産・・・・ソフトウエア（自社利用分）については社内における利用可能期間
(リース資産除く)

（５年）に基づく定額法によっております。

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を採用して

④

長期前払費用・・・・均等償却によっております。

おります。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準
によっております。
(3) 繰延資産の処理方法
社債発行費・・・・・社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
(4) 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
性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②

賞与引当金・・・・・従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負
担額を計上しております。

(5）退職給付に係る会計処理の方法
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。

②

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（２年）による定額法により按分した額を発生連結会計年度から費用
処理しております。
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未認識数理計算上の差異については、税効果を調整のうえ、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。
(6) ヘッジ会計の方法
①

ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。

②

③

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段

－

金利スワップ

ヘッジ対象

－

借入金の利息

ヘッジ方針
金利の変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

④

ヘッジ有効性の評価
特例処理になっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(7) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
①

重要な外貨建て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、連結決算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。
なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により
円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部
における為替換算調整勘定に含めております。

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。

（会計方針の変更）
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号

平成25年９月13日。以下「企業結合会

計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号

平成25年９月13

日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号
平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、当連結会計年度から適用し、
支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上す
るとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしまし
た。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定
による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させ
る方法に変更いたします。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主
持分への表示の変更を行っております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(４)、連結会計基準第44
－５項(４)及び事業分離等会計基準第57－４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、当連
結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
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これによる損益に与える影響はありません。
(減価償却方法の変更)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取
扱い」(実務対応報告第32号

平成28年６月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日

以後に取得した建物付属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しており
ます。
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。
（連結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

2.

担保に供している資産

770,305千円

投資有価証券

79,154千円

当社が出店しております株式会社新天町商店街公社（福岡市）との店舗賃貸借契約の定めによ
り、当社が所有する株式会社新天町商店街公社の株式を担保提供しております。
なお、上記に対する債務はありません。
3.

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コ
ミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高
等は次のとおりであります。なお、貸出コミットメント契約には財務制限条項が付されており
ます。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

2,650,000千円

借入実行残高

1,750,000千円

差引額

900,000千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1.

発行済株式の総数に関する事項
当連結会計年度
当連結会計年度
期首の株式数（株） 増加株式数（株）

株式の種類
普通株式
2.

11,387,000

当連結会計年度
減少株式数（株）

－

－

当連結会計年度末
の株式数（株）
11,387,000

自己株式に関する事項
当連結会計年度
当連結会計年度
期首の株式数（株） 増加株式数（株）

株式の種類
普通株式

3.

136,864

当連結会計年度
減少株式数（株）

1,655

－

当連結会計年度末
の株式数（株）
138,519

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

平成27年11月26日
定時株主総会

普通株式

4.

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

22,500

基準日

効力発生日

2.00 平成27年８月31日 平成27年11月27日

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

決議予定

株式の種類

平成28年11月28日
定時株主総会

普通株式

5.

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

22,496

基準日

効力発生日

2.00 平成28年８月31日 平成28年11月29日

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数
普通株式

287,000株

（金融商品関係）
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、設備投資等の資金計画に照らして、必要な資金を銀行等金融機関から
の借入により調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達してお
り、資金運用については、短期的な安全性の高い金融資産に限定しております。デリバテ
ィブ取引については、金利変動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。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。一部外
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であり、市場価格の変動リスク
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に晒されております。
長期借入金は、主に設備投資等の長期資金計画に基づく資金調達目的としたものであり
ます。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、経理規程に従い、営業債権について、取引先の状況等を定期的にモニタリング
し、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化による回収懸
念の早期把握や軽減を行っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクに関しては、長期借入金の金利変動リスク
を回避するため固定金利による借入及び金利スワップ取引をしております。
③資金調達に係る流動性リスク
当社は、経理規程に従い、資金管理責任者が常に資金繰りの状況を把握し、適時に資金
計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理してお
ります。
(4) 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、市場価額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、異なる前提条件などを採用することにより、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
平成28年８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
のとおりであります。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。
連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円）

差額（千円）

(1) 現金及び預金

824,773

824,773

－

(2) 受取手形及び売掛金

723,681

723,681

－

(3) 投資有価証券

2,285

2,285

－

1,550,740

1,550,740

－

744,824

744,824

－

1,750,000

1,750,000

－

(3) 未払金及び未払費用

492,749

492,749

－

(4) 未払法人税等

110,014

110,014

－

50,000

50,183

183

1,629,387

1,630,059

672

資産計
(1) 支払手形及び買掛金
(2) 短期借入金

(5) 社債
(6) 長期借入金
(7) リース債務
負債計

158,770

154,207

△4,563

4,935,747

4,932,039

△3,707

－

－

－

デリバティブ取引
（注）1.

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

資 産
（1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、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おります。
（3) 投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。
負 債
（1）支払手形及び買掛金、
（2）短期借入金、
（3）未払金及び未払費用、（4）未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、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おります。
（5）社債
これらの時価は、市場価格がないため、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引いた現在価格により算定しております。
（6）長期借入金
これらの時価は、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引い
た現在価値により算定しております。
一部の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
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として処理された元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定された利率で割引い
た現在価値により算定しております。
（7）リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で
割引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
上記（6）参照
（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
区分

連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式(*1)

94,654

差入保証金(*2)

490,716

(*1) 非上場株式については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ
るため、時価評価の対象に含めておりません。
(*2) 賃借物件において預託している差入保証金については、退去による返還までの期間を算
定することが極めて困難と認められるため、時価評価の対象に含めておりません。
（注）3.

金銭債権の連結決算日後の償還予定額
１年以内
（千円）

１年超
５年以内（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金

824,773

－

－

－

受取手形及び売掛金

723,681

－

－

－

1,548,455

－

－

－

合計
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（注）４．社債及び長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
１年以内
（千円）

区分
社債

１年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内
（千円）
（千円）
（千円）
（千円）

50,000

１年以内
（千円）

区分
長期借入金

695,133

１年以内
（千円）

区分
リース債務

－

－

－

－

１年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内
（千円）
（千円）
（千円）
（千円）
513,161

299,310

108,684

13,099

１年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内
（千円）
（千円）
（千円）
（千円）

50,118

44,120

36,476

22,678

5,377

（１株当たり情報に関する注記）
1.

１株当たり純資産額

2.

１株当たり当期純利益

123円

08銭

2円

59銭

（重要な後発事象に関する注記）
第９回新株予約権の発行
平成28年９月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、
当社の取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを
決議しました。
１．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
経営改革の一環としての役員報酬体系の見直しに伴い、取締役及び監査役の報酬と当社の業績及
び株主利益の連動性を一層高めることを目的として、当社の取締役及び監査役（社外監査役を除
く）に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を次の要領により発行するものであ
ります。
２．新株予約権の発行要領
（1）新株予約権の名称
株式会社サダマツ第９回新株予約権
（2）新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式30,000株とする。
ただし、以下に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権
の総数を乗じた数に調整されるものとする。
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新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株
式1,000株とする。なお、付与株式数は、下記（6）に定める新株予約権を割り当てる日後、
当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場
合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使され
ていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい
ては、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の
場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は
準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行わ
れる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調
整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を
調整するものとする。
（3）新株予約権の総数
30個とする。
上記の総数は割当予定数であり、申込みの数が割当予定数に満たない場合等には、割り当
てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
（4）新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
① 当社取締役

４名（27個）

② 当社監査役

１名（３個）

（5）新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり
(１株当たり

178,980円

178.98円）

なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込みに代
えて、付与対象者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。
（6）新株予約権を割り当てる日
平成28年10月17日
（7）新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日
平成28年10月17日
（8）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受
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けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額と
する。
（9）新株予約権を行使することができる期間
平成28年10月18日から平成58年10月17日まで
（10）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
（11）新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役及び
監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権
を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役又は監査役の
地位にある場合においても、平成57年10月18日以降においては新株予約権を行使すること
ができるものとする。
② 上記に関わらず、新株予約権者は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株
予約権を行使することができるものとする。ただし、下記（14）に従って新株予約権者に
再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換
契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総
会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委
任された執行役の決定がなされた場合）、当該承認又は決定がなされた日の翌日から15
日間
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、取
締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約（以下
「新株予約権割当契約」という。）に定める条件による。
④ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
（12）新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行
役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得
することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
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④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承
認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得に
ついて当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議に
よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
（13）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
（14）組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（そ
れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社
が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする
場合において、組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる
日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力
を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換が
その効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下
同じ。
）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する
新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに
掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することと
する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新た
に発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付す
る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株
式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
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組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「（2）新株予約権の目的である株式の種類
及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編
成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対
象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各
新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式１
株当たり１円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「（9）新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の
効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「（9）新株予約権を行使することができ
る期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
に関する事項
上記「
（13）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及
び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要す
る。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
上記「（12）新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
（15）新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
新株予約権の行使により交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを
切り捨てるものとする。
（16）新株予約権の行使請求及び払込みの方法
① 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必
要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを下記（17）に定める行使請求受付場所
に提出するものとする。
② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第1項の規
定に従い、現金にて下記（18）に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定
する日時までに振り込むものとする。
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（17）新株予約権の行使請求受付場所
当社管理部
（又はその時々における当該業務担当部署）
（18）新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
株式会社みずほ銀行

渋谷支店

東京都渋谷区渋谷一丁目二十四番十六号
（又はその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店）

重要な事業の譲渡
当社は、平成28年10月24日開催の取締役会において、平成28年12月１日を予定日として眼鏡事業を
譲渡することについて決議いたしました。
１．事業譲渡の理由
成長戦略を推進するなか、将来展望を踏まえた事業ポートフォリオの最適化を検討した結果、主
力の宝飾事業に経営資源を集中するため、眼鏡事業の譲渡を決定いたしました。
２．譲渡の概要
（１）事業譲渡の対象
眼鏡事業にかかる営業権及び商品在庫並びに有形固定資産。
譲渡する資産・負債の額は現時点においては未確定であります。
（２）譲渡価額及び決定方法
平成28年11月末日の簿価を基準として当事者間で協議の上決定します。
３．譲渡先の名称
株式会社ヨネザワ
４．譲渡の時期
平成28年12月１日（予定）

（その他の注記）
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) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの・・・・・・・決算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・・・・・・・移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品・・・・・・・・個別法による原価法
（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
原材料・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
貯蔵品・・・・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法
（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
（注)貯蔵品は流動資産の「その他」に含まれております。

2.

固定資産の減価償却の方法
(1)

有 形 固 定 資 産 ・ ・ ・ ・イ.平成19年3月31日以前に取得したもの
(リース資産除く)

旧定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除
く）については、旧定額法によっております。
ロ.平成19年4月1日以降に取得したもの
定率法によっております。
ハ.平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物
定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額について
は、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっており
ます。主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物

２年～17年

工具器具備品

２年～20年

(2) 無形固定資産・・・・・・ソフトウエア（自社利用分）については社内における利用可能期
(リース資産除く)

間（５年）に基づく定額法によっております。

(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を採用し
ております。
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(4) 長期前払費用・・・・・・・均等償却によっております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基
準によっております。
3.

繰延資産の処理方法
社債発行費・・・・・・・社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

4.

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
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金・・・・・・・従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担
額を計上しております。
(3) 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。
数理計算上の差異については、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（２年）による定額法に
より按分した額を発生事業年度から費用処理しております。

5.

ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法・・・・特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処
理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象・・・ヘッジ手段

－

金利スワップ

ヘッジ対象

－

借入金の利息

(3) ヘッジ方針・・・・・・・金利の変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行ってお
ります。
(4) ヘッジ有効性の評価・・・特例処理になっている金利スワップについては、有効性の評価を
省略しております。
6.

その他計算書類の作成のための重要な事項
(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、決算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。
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（会計方針の変更）
(減価償却方法の変更)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取
扱い」(実務対応報告第32号

平成28年６月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日

以後に取得した建物付属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しており
ます。
なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。
（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

2.

担保に供している資産

689,075千円

投資有価証券

79,154千円

当社が出店しております株式会社新天町商店街公社（福岡市）との店舗賃貸借契約の定めによ
り、当社が所有する株式会社新天町商店街公社の株式を担保提供しております。
なお、上記に対する債務はありません。
3.

当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コ
ミットメント契約を締結しております。
当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は
次のとおりであります。なお、貸出コミットメント契約には、財務制限条項が付されておりま
す。
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額

2,650,000千円

借入実行残高

1,750,000千円

差引額
4.

900,000千円

関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
短期金銭債権

244,076千円

短期金銭債務

2,936千円

長期金銭債権

37,437千円
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（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
(1) 売上高

39,342千円

(2) 仕入高

117,775千円

(3) 営業取引以外の取引高

－千円

（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

当事業年度期首
の株式数（株）

普通株式

当事業年度
増加株式数（株）

136,864

当事業年度
減少株式数（株）

1,655

当事業年度末
の株式数（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の内訳
繰延税金資産（流動）
未払事業税

8,698千円

賞与引当金繰入限度超過額

21,791千円

未払金（社会保険料）

3,268千円

商品評価損

5,236千円

繰延税金資産（固定）
投資有価証券評価損否認額

4,568千円

退職給付引当金繰入限度超過額

60,148千円

貸倒引当金繰入限度超過額

8,561千円

減損損失

14,104千円

株式報酬費用

7,871千円

子会社株式評価損否認額

7,514千円

繰延税金資産小計

141,764千円

評価性引当額

△39,697千円

繰延税金資産計

102,067千円

繰延税金負債（固定）
その他有価証券評価差額金

31千円

繰延税金負債計

31千円

繰延税金資産の純額

102,035千円
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138,519

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
子会社等

種類

会社等の名称

D&Q
子 会 社 JEWELLERY
Co.,Ltd.

資本金又
は出資金

議決権等
事業の内容
の所有
関連当事者
又は職業 (被所有)割合 との関係
(％)

16,084
百万
ベトナムドン

製造業

(所有)
直接100.00

役員の兼任

子 会 社

台灣貞松股
份有限公司

6,000万
台湾元

小売業

(所有)
直接100.00

役員の兼任

子 会 社

維璦國際
有限公司

1,500万
台湾元

小売業

(所有)
直接96.67

役員の兼任

取引金額
(千円)

取引の内容

製品の製造・
加工委託

科目

期末残高
(千円)

売掛金

189,665

未収入金

44,981

売掛金
39,342 未収入金
2,473 買掛金
未払金

9,411
17
2,628
307

長期
未収入金

37,437

115,302

商品の卸売
商品の仕入

―

―

（注）1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等は一般取引条件等を考慮して決定しております。
3. 維璦國際有限公司への長期未収入金に対し、28,108千円の貸倒引当金を計上しておりま
す。
（１株当たり情報に関する注記）
1.

１株当たり純資産額

2.

１株当たり当期純利益

122円

72銭

0円

83銭

（重要な後発事象に関する注記）
第９回新株予約権の発行
平成28年９月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づ
き、当社の取締役及び監査役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する
ことを決議しました。
１．ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
経営改革の一環としての役員報酬体系の見直しに伴い、取締役及び監査役の報酬と当社の業
績及び株主利益の連動性を一層高めることを目的として、当社の取締役及び監査役（社外監査
役を除く）に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を次の要領により発行す
るものであります。
２．新株予約権の発行要領
（1）新株予約権の名称
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株式会社サダマツ第９回新株予約権
（2）新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式30,000株とする。
ただし、以下に定める付与株式数の調整を行った場合は、調整後付与株式数に新株予約権
の総数を乗じた数に調整されるものとする。
新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株
式1,000株とする。なお、付与株式数は、下記（6）に定める新株予約権を割り当てる日後、
当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場
合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使され
ていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数につい
ては、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の
場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は
準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行わ
れる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調
整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を
調整するものとする。
（3）新株予約権の総数
30個とする。
上記の総数は割当予定数であり、申込みの数が割当予定数に満たない場合等には、割り当
てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
（4）新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
① 当社取締役

４名（27個）

② 当社監査役

１名（３個）

（5）新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり
(１株当たり

178,980円

178.98円）

なお、当該払込金額については、会社法第246条第２項の規定に基づき、金銭の払込みに代
えて、付与対象者が当社に対して有する報酬債権と相殺するものとする。
（6）新株予約権を割り当てる日
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平成28年10月17日
（7）新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日
平成28年10月17日
（8）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受
けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額と
する。
（9）新株予約権を行使することができる期間
平成28年10月18日から平成58年10月17日まで
（10）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
（11）新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の取締役及び
監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過するまでに限り、新株予約権
を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者が当社の取締役又は監査役の
地位にある場合においても、平成57年10月18日以降においては新株予約権を行使すること
ができるものとする。
② 上記に関わらず、新株予約権者は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株
予約権を行使することができるものとする。ただし、下記（14）に従って新株予約権者に
再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
③ 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。ただし、取
締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約（以下
「新株予約権割当契約」という。）に定める条件による。
④ その他の条件については、新株予約権割当契約に定めるところによる。
（12）新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議
が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第４項の規定に従い委任された執行
役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得
することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
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④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認
を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につ
いて当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によっ
てその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
（13）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果
生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
（14）組織再編成行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（そ
れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社
が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする
場合において、組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる
日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力
を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換が
その効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下
同じ。
）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する
新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに
掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することと
する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新た
に発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付す
る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株
式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
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組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記「（2）新株予約権の目的である株式の種
類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再
編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成
対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される
各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式
１株当たり１円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「（9）新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「（9）新株予約権を行使することがで
きる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項
上記「（13）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及
び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要す
る。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
上記「
（12）新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
（15）新株予約権の行使により交付する株式の数の端数の取扱い
新株予約権の行使により交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを
切り捨てるものとする。
（16）新株予約権の行使請求及び払込みの方法
① 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による「新株予約権行使請求書」に必
要事項を記入し、記名押印又は署名のうえ、これを下記（17）に定める行使請求受付場所
に提出するものとする。
② 前①の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額の全額を、会社法第281条第1項の規
定に従い、現金にて下記（18）に定める払込取扱場所の当社の指定する口座に当社の指定
する日時までに振り込むものとする。
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（17）新株予約権の行使請求受付場所
当社管理部
（又はその時々における当該業務担当部署）
（18）新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
株式会社みずほ銀行

渋谷支店

東京都渋谷区渋谷一丁目二十四番十六号
（又はその時々における当該銀行の承継銀行もしくは当該支店の承継支店）

重要な事業の譲渡
当社は、平成28年10月24日開催の取締役会において、平成28年12月１日を予定日として眼鏡事業を
譲渡することについて決議いたしました。
１．事業譲渡の理由
成長戦略を推進するなか、将来展望を踏まえた事業ポートフォリオの最適化を検討した結果、主
力の宝飾事業に経営資源を集中するため、眼鏡事業の譲渡を決定いたしました。
２．譲渡の概要
（１）事業譲渡の対象
眼鏡事業にかかる営業権及び商品在庫並びに有形固定資産。
譲渡する資産・負債の額は現時点においては未確定であります。
（２）譲渡価額及び決定方法
平成28年11月末日の簿価を基準として当事者間で協議の上決定します。
３．譲渡先の名称
株式会社ヨネザワ
４．譲渡の時期
平成28年12月１日（予定）

（連結配当規制適用会社に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
該当事項はありません。
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