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法令及び定款にもとづくインターネット開示事項

連　結　注　記　表

個　別　注　記　表

第148期(平成25年３月１日から平成26年２月28日まで)

松竹株式会社

法令及び当社定款の規定にもとづき、インターネット上の当社ウェブサ

イトに掲載することにより、ご提供しているものであります。

（http://www.shochiku.co.jp/company/ir/stockholder/）

表紙
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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
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数　16社

主要な連結子会社の名称
㈱松竹マルチプレックスシアターズ、松竹ブロードキャスティング㈱、匿名組合築地ビ
ルキャピタル、ＫＳビルキャピタル特定目的会社、松竹衣裳㈱

(2) 非連結子会社の名称等
㈱松竹パフォーマンス
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等がいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして
いないためであります。

２．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数　６社

主要な持分法適用会社の名称
㈱歌舞伎座
なお、歌舞伎座サービス㈱については、重要性が増したため、当連結会計年度より持分
法適用の範囲に含めております。

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社
非連結子会社　　　　　　　　　㈱松竹パフォーマンス
関連会社数　　　　　　　　　　２社

(3) 持分法非適用会社について持分法を適用しない理由
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は当期純損益（持分に見合う額）、
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、松竹芸能㈱、㈱松竹エンタテインメント及び㈱ショウビズスタジオの
決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を
使用し、連結決算日（２月末日）まで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。なお、日本演劇衣裳㈱の決算日は３月31日であるため、連結決算
日（２月末日）の仮決算（正規の決算に準ずる合理的な手続による決算）に基づく計算書
類を使用しております。
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４．重要な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

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
より算定しております。）

時価のないもの　　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法
デリバティブ
時価法

たな卸資産
原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっ
ております。
ビデオ商品・プログラム・キャラクター商品……移動平均法による原価法
映像版権商品…………………………………………個別法による原価法
その他の商品…………………………………………先入先出法による原価法
製品・仕掛品…………………………………………個別法による原価法
原材料・貯蔵品………………………………………先入先出法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）　　　　　　　定額法

ただし、その他の有形固定資産（貸
衣裳）は定率法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりで
あります。
建物及び構築物……………３～50年
設備…………………………３～50年

無形固定資産（リース資産を除く）　　　　　　　定額法
ただし、自社利用のソフトウエアに
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
おります。

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、残存価
額を零とする定額法によっておりま
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21年２月28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
ております。

(3) 繰延資産の処理方法
株式交付費　　　　　株式交付のときから３年間にわたり定額法により償却しておりま

す。
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(4) 重要な引当金の計上基準
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実績

繰入率により、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。

賞与引当金　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の賞与支
給見込額のうち、当連結会計年度に負担すべき額を計上しており
ます。

劇場閉鎖損失引当金　劇場の閉鎖に伴い発生する損失に備え、劇場の閉鎖により合理的
に見込まれる損失見込額を計上しております。

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おります。
なお、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（10年）による定額法により費用処理しておりま
す。
また、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翌連結会計年度から費用処理することとして
おります。

役員退職慰労引当金　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基
づく連結会計年度末における要支給額を計上しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法
イ．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、金利スワップ取引は、特例処理の要件
を満たしている場合には特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段　　金利スワップ取引
ヘッジ対象　　借入金

ハ．ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッ
ジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変
動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎として
ヘッジの有効性を評価しております。ただし、特例処理によ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) のれんの償却方法及び償却期間
その投資効果の発現する期間を個別に見積もり、発生日以後20年以内で均等償却し、金
額に重要性が乏しい場合には、発生年度に一括償却しております。

(7) 不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法
保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては、信託財産内のすべての
資産及び負債勘定並びに信託財産に生じたすべての収益及び費用勘定について、連結貸
借対照表及び連結損益計算書の該当勘定科目に計上しております。
なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記の科目については、連
結貸借対照表において区分掲記することとしております。
信託預金（責任財産限定対象）
信託建物及び信託構築物（責任財産限定対象）
信託土地（責任財産限定対象）

(8) 消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。
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連結計算書類作成のための基本となる事項の変更の注記
　会計方針の変更
　　（会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　　一部の連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成25年３月１日以後に取
　　得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。
　　なお、この変更による当連結会計年度の損益への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 54,444,383千円
２．担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産

建物及び構築物 16,795,916千円
土地 12,231,017千円
投資有価証券 6,309,277千円

計 35,336,212千円
(2) 担保に係る債務

短期借入金 5,990,000千円
１年内返済予定の長期借入金 3,902,432千円
長期借入金 17,873,625千円

計 27,766,057千円
３．保証債務

従業員の金融機関からの借入に対し、下記のとおり債務の保証を行っております。

保証先 保証額（千円）

（従業員）

住宅資金他 44,188

合計 44,188

４．当座貸越契約及び貸出コミットメント
運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行19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。
これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額及び貸出
コミットメントの総額

18,585,000千円

借入実行残高 6,984,489千円
差引額 11,600,511千円
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 139,378,578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
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成25年５月28日
定 時 株 主 総 会

普通株式 414,867 3 平成25年２月28日 平成25年５月29日

（注）配当金の総額には、連結子会社が所有する自己株式に係る配当金が含まれております。
控除後の金額は414,423千円であります。

(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期となるもの
平成26年５月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のと
おり提案しております。

①　配当金の総額 553,004千円
②　１株当たり配当額 4円
③　基準日 平成26年２月28日
④　効力発生日 平成26年５月28日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

－ 5 －
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金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当企業グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については主に銀
行等金融機関からの借入、社債発行及び株式発行による方針です。
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が、取引先ごとに期日管理及び
残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
ます。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把
握を行っております。
借入金及び社債の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）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取引を実施して支払利息の固定化を実施し
ております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしておりま
す。

２．金融商品の時価等に関する事項
平成26年２月28日（当期の連結決算日）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。

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 20,163,208 20,163,208 －

(2) 現金及び預金（責任財産限定対象） 10,126,807 10,126,807 －

(3) 信託預金（責任財産限定対象） 4,721,705 4,721,705 －

(4) 受取手形及び売掛金 6,096,496 6,096,496 －

(5) 投資有価証券 15,909,975 23,985,710 8,075,735

　資産計 57,018,192 65,093,927 8,075,735

(6) 支払手形及び買掛金 5,162,420 5,162,420 －

(7) １年内償還予定の社債（責任財産限定） 10,000,000 10,019,891 19,891

(8) 長期借入金（＊１） 38,490,202 38,482,281 △7,920

(9) 長期借入金（責任財産限定）（＊１） 44,175,000 44,223,389 48,389

　負債計 97,827,622 97,887,983 60,361

（＊１）１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 現金及び預金（責任財産限定対象）、(3) 信託預金（責任財産限定対
象）並びに(4) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、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。

(5) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(6) 支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、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。
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(7) １年内償還予定の社債（責任財産限定）、(8) 長期借入金並びに(9) 長期借入金（責任財
　産限定）

これらは元利金の合計額を同様の新規借入等を行った場合に想定される利率で割り引いて
算定する方法によっております。一部の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（下記「デリバティブ取引」参照）、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て算定する方法によっております。
デリバティブ取引
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（上
記(8)、(9)参照）。

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額　2,043,545千円）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、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィスビル及び賃
貸商業施設（土地を含む。）等を有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産
に関する賃貸損益は3,112,118千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）で
あります。

　２．賃貸等不動産時価等に関する事項
（単位：千円）

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

79,915,636 △2,710,564 77,205,072 118,796,618

（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、主な減少額は長崎松竹会館の譲渡（1,730,486千円）であり

ます。
３．当連結会計年度末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく

金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　505円32銭
２．１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　 14円93銭

－ 7 －
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項

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　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

②　その他有価証券

(ｲ) 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

より算定しております。）

(ﾛ) 時価のないもの　　　　　　　　　　　　　　　　移動平均法による原価法

(2) デリバティブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時価法

(3) たな卸資産

原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっており

ます。

ビデオ商品・プログラム・キャラクター商品　　　　移動平均法による原価法

映像版権商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別法による原価法

製品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別法による原価法

仕掛品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別法による原価法

原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先入先出法による原価法

貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先入先出法による原価法

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）　　　　　　　　　定額法によっております。

なお、取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、

３年間均等償却によっております。

主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

建物　10～50年

設備　３～50年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）　　　　　　　　　定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウエアに

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

おります。

－ 8 －
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(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、残存価額を零とする定額法によっております。

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21年２月28

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お

ります。

３．繰延資産の処理方法

株式交付費　　　　　株式交付のときから３年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実績繰入

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) 投資損失引当金　　　関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を

勘案して、必要と認められる額を計上しております。

(3) 賞与引当金　　　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の賞与支給見

込額のうち、当事業年度に負担すべき額を計上しております。

(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。

なお、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（10年）による定額法により費用処理しております。

また、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

た額を翌事業年度から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく

当事業年度末における要支給額を計上しております。

５．ヘッジ会計の方法

(1) 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、金利スワップ取引は、特例

処理の要件を満たしている場合に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　　　　金利スワップ取引

ヘッジ対象　　　　借入金

(3) ヘッジ方針　　　　　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行って

おり、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手

段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の

変動額等を基礎としてヘッジ有効性を評価しております。

－ 9 －
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６．消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

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 32,317,279千円

２．担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建物 15,703,414千円

土地 10,810,664千円

投資有価証券 6,309,277千円

関係会社株式 434,652千円

計 33,258,010千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金 5,320,000千円

長期借入金（１年以内返済分を含む） 21,554,357千円

計 26,874,357千円

　上記のほかに、子会社の銀行借入金を担保するため、建物706,463千円、土地1,100,089千円

を物上保証に供しております。

３．保証債務

　下記の会社及び従業員の金融機関等からの借入金について保証を行っております。

保証先 保証額（千円）

（関係会社）

㈱松竹マルチプレックスシアターズ 6,576,698

㈱松竹撮影所 439,489

松竹ブロードキャスティング㈱ 250,300

㈱松竹映像センター 100,000

（従業員）

住宅資金他 44,188

合計 7,410,676

－ 10 －
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４．関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 961,784千円

長期金銭債権 7,437,117千円

短期金銭債務 1,095,845千円

長期金銭債務 2,274,429千円

５．当座貸越契約及び貸出コミットメント

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行19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。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 17,045,000千円

借入金実行残高 6,120,000千円

差引額 10,925,000千円

損益計算書に関する注記

１．関係会社との取引高

売上高 5,360,708千円

営業費用 14,748,596千円

営業取引以外の取引高 179,832千円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,127,365株

－ 11 －
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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

（単位：千円）

繰延税金資産

未払事業税 100,840

未払事業所税 15,344

賞与引当金 130,364

退職給付引当金 1,618,790

役員退職慰労引当金 173,564

投資損失引当金 605,872

株式・出資金評価減 579,863

たな卸資産評価減 123,968

貸倒損失自己否認 143,715

償却準備金自己否認 26,880

減損損失 91,191

その他 391,665

小計 4,002,060

評価性引当額 △1,310,964

計 2,691,096

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △2,063,771

退職給付信託設定益 △1,336,641

その他有価証券評価差額金 △2,015,367

その他 △449,146

計 △5,864,926

繰延税金資産の純額 △3,173,830

－ 12 －
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リースにより使用する固定資産に関する注記

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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、減損損失累計額相当額及び期末残高

相当額

　該当事項はありません。

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

　該当事項はありません。

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 10,728千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,989千円

減価償却費相当額 8,738千円

(4) 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（残価保証の取り決めのあるものについては、当

該残価保証額）とする定額法によっております。

関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

属性
会社等の
名 称

住 所
資 本 金
（千円）

事業の内容
又 は 職 業

議決権等の
所 有 割 合

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

松竹ブロード
キ ャ ス
テ ィ ン グ ㈱

東京都
中央区

2,500,000

放送法
による
委託放
送事業

所有
直接
100.0％

役員
３名

映像版
権の販
売

長期資金
の借入
（注）１

－

短期借入金 142,800

長期借入金 2,107,500

㈱松竹マルチ
プ レ ッ ク ス
シ ア タ ー ズ

東京都
中央区

3,937,500

複合型
映画館
の開発
・運営

所有
直接
100.0％

役員
３名

映画及
び建物
の賃貸

貸付金の
回収
（注）２

1,490,000 － －

債務保証
（注）３

6,576,698 － －

匿 名 組 合
築 地 ビ ル
キャピタル

東 京 都
千代田区

13,767,425
不動産
賃貸

所有
直接
100.0％

－
建物の
賃借及
び管理

賃貸不動産
の保証金
（注）４

94,846 差入保証金 2,426,153

優先出資 8,500,000 － －

K S ビ ル
キ ャ ピ タ ル
特定目的会社

東 京 都
千代田区

10,000,100
不動産
賃貸

所有
［100.0%］

（注）5
－

土地・
建物の
賃貸借
及び管
理

賃貸不動産
の保証金
（注）４

1,681,992 差入保証金 2,908,028

（注）１．借入金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。なお、担保は

提供しておりません。

２．貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

３．金融機関等の借入につき、債務保証を行ったものであります。

４．差入保証金は、近隣の賃貸相場を勘案して決定しております。

５．議決権の所有割合の［　］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合となっておりま

す。

－ 13 －
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１株当たり情報に関する注記

１．１株当たり純資産額 509円87銭

２．１株当たり当期純利益 11円37銭

重要な後発事象に関する注記

　当社は、平成26年２月24日の取締役会において承認されたとおり、連結子会社であるKSビルキャピ

タル特定目的会社のリファイナンスに伴い、同特定目的会社に平成26年３月28日付で73億円追加出資

しております。

－ 14 －
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