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個 別 注 記 表
平 成 3 0 年 1 2 月 3 1 日

Ⅰ．継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

Ⅱ．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

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

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）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又は償却原価法

(2)　デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

(3)　たな卸資産の評価基準及び評価方法

①販売用不動産

個別法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

②仕掛販売用不動産

個別法に基づく原価法（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方法

(1)　有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）、並びに平

成28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、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ８年～40年

構築物 10年～20年

車両運搬具 ２年

工具、器具及び備品 ５年～10年

　また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。

(2)　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。

(3)　長期前払費用　　　　 均等償却によっております。
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３．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検討し、回収不能見込額を計

上しております。

４．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。

５．重要なヘッジ会計の方法

(1)　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(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

(3)　ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

(4)　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、そ

の変動額の比率によって有効性を評価しております。

６．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1)　繰延資産の処理方法

①株式交付費　　　　　 定額法によっております。

償却期間　３年

②社債発行費等　　　　 定額法によっております。

償却期間　３年

(2)　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜き方式によっており、たな卸資産に係る控除対象外消費税等は販売費及び一般管理

費に計上しております。

　なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産「その他」に計上し、５年間で均等償却を行

っております。

Ⅲ．貸借対照表に関する注記

(1)　担保に供している資産

販売用不動産 8,192,234千円

仕掛販売用不動産 3,311,396千円

建物 1,078,430千円

構築物 8,575千円

土地 131,212千円

計 12,721,849千円

上記に対応する債務

短期借入金 3,251,830千円

１年内返済予定の長期借入金 747,198千円

長期借入金 6,129,452千円

計 10,128,481千円

(2)　資産から直接控除した減価償却累計額

建物 192,676千円

構築物 2,924千円

車両運搬具 1,808千円

工具、器具及び備品 1,694千円
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(3)　関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 351,810千円

長期金銭債権 273,384千円

短期金銭債務 650,836千円

Ⅳ．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

売上高　　　　　　　　 6,000千円

販売費及び一般管理費　68,897千円

営業取引以外の取引による取引高

受取利息　　　　　　　 5,649千円

業務委託収入　　　　  18,600千円

受取保証料　　　　　  23,870千円

Ⅴ．株主資本等変動計算書に関する注記

(1)　当事業年度末日における発行済株式の数

株式の種類
当事業年度期首

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 5,275,000株 －株 －株 5,275,000株

(2)　当事業年度末日における自己株式の数

株式の種類
当事業年度期首

株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 23,025株 －株 23,000株 25株

（注）自己株式数の減少23,000株は、新株予約権の行使による自己株式の処分によるものであります。

(3)　剰余金の配当に関する事項

当事業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

第28回定時株主総会
(平成30年３月29日開催)

普通株式 31 6.00 平成29年12月31日 平成30年３月30日

当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

　平成31年３月28日開催予定の第29回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

株式の種類 配当の原資
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

普通株式 利益剰余金 73 14.00 平成30年12月31日 平成31年３月29日

(4)　当事業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

該当事項はありません。
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Ⅵ．税効果会計に関する注記

(1)　繰延税金資産の発生の主な原因の内訳

繰延税金資産（流動）

未払事業税 6,306千円

販売用不動産 41,620千円

貸倒引当金 275千円

繰延税金資産小計 48,202千円

評価性引当額 －千円

計 48,202千円

繰延税金資産（固定）

投資有価証券評価損損金不算入 535千円

破産更生債権 1,145千円

資産除去債務 20,669千円

繰延ヘッジ損益 3,581千円

その他 1,782千円

繰延税金資産小計 27,714千円

評価性引当額 △22,421千円

計 5,292千円

繰延税金負債（固定）

資産除去債務に対応する除去費用 18,619千円

計 18,619千円

繰延税金負債の純額 13,326千円

(2)　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 30.9%

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0%

住民税均等割等 0.7%

所得拡大促進税制による減額 △1.7%

その他 0.0%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.9%

Ⅶ．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り組み方針

　当社は、主に不動産の仕入、販売事業を行うための、不動産仕入計画に照らして、必要な資金（主に金融機関

からの借入）を調達しております。

(2)　金融商品の内容及びリスク

　有価証券は発行体の信用リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。借入金は、主に不動産販売事業に必要な

不動産仕入資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、 長で30年後であります。

　長期預り敷金保証金は、賃貸契約の敷金、保証金及び建設協力金等であり、主に、一定期間若しくは契約満了

時に相手先に返済するものであります。

(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、経理財務規程に従い、営業債権について、経理財務部が取引相手ごとに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。

　当期の決算日現在における 大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わ

されております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクに晒されておりますが、経理財務部が借入先ごとに定期的に金利

変動の管理をすることにより、金利変動による負担増減の早期把握を図っております。

4

個別注記表



2019/03/05 13:07:33 / 18457105_株式会社ラ・アトレ_招集通知

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、各部署からの報告に基づき経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、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。

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成30年12月31日における貸借対照表計上額、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、次表には含めておりません（（注２）を参照下さい。）。

（単位：千円）

貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 1,618,642 1,618,642 ―

(2) 共同事業出資金 422,906 422,906 ―

(3) 投資有価証券 61,920 61,920 ―

(4) 長期貸付金 273,905 273,905 ―

資産計 2,377,374 2,377,374 ―

(1) 買掛金 359,290 359,290 ―

(2) 未払金 175,848 175,848 ―

(3) 預り金 676,103 676,103 ―

(4) 短期借入金 3,596,080 3,596,080 ―

(5) 長期借入金 7,601,690 7,601,690 ―

(6) 社債 100,000 100,000 ―

(7) 長期預り敷金保証金 273,467 252,207 △21,259

負債計 12,782,480 12,761,220 △21,259

（注）流動負債に計上している１年内返済予定の建設協力金は、(7) 長期預り敷金保証金に含めて表示しております。

（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)　現金及び預金

　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、当該帳簿価額によっております。

(2)　共同事業出資金

　将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算出する方法によっており

ます。

(3)　投資有価証券

　時価について、株式は取引所の価格によっております。

(4)　長期貸付金

　元利金の合計額を、新規に同様の貸付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お

ります。

負債

(1)　買掛金、(2) 未払金、(3) 預り金、並びに(4) 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おりま

す。

(5)　長期借入金

　変動金利による借入であることから短期間で市場金利を反映しており、時価は帳簿価額と近似していると考え

られるため、当該帳簿価額によっております。

(6)　社債

　当該社債の元利金の合計額を、同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しておりま

す。
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(7)　長期預り敷金保証金

　賃貸予定期間に対応する将来キャッシュ・フローについて、リスク・フリー・レートで割引計算を行っており

ます。また、預り敷金保証金に含まれる建設協力金の時価については、元利金の合計額を国債の利回り等適切な

指標により割り引いて算出する方法によっております。

（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

（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

投資有価証券
（非上場株式)

50,629

関係会社株式
（非上場株式)

65,578

出資金 13,679

匿名組合出資預り金 183,750

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象として

おりません。

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

現金及び預金 1,618,642 ― ― ―

共同事業出資金 150,000 272,906 ― ―

長期貸付金 ― 153,905 120,000 ―

合計 1,768,642 426,811 120,000 ―

（注４）長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：千円）

１年以内
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

５年超

短期借入金 3,596,080 ― ― ― ― ―

長期借入金 953,436 1,824,624 2,714,709 368,259 148,472 1,592,188

社債 ― ― 100,000 ― ― ―

合計 4,549,516 1,824,624 2,814,709 368,259 148,472 1,592,188

Ⅷ．賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項

１．賃貸等不動産の概要

　当社は、東京都その他の地域において、賃貸用の住居系マンション（土地を含む）、商業施設を有しており

ます。平成30年12月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は67,256千円（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．賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動並びに決算日における時価及び当該時

価の算定方法

（単位：千円）

貸借対照表計上額
決算日における時価

当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

1,283,228 8,781 1,292,010 1,394,638

（注）１．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．主な変動

増加は、オフィスビルの取得　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43,970千円

　　　　賃貸用の住居系マンションの資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　　1,810千円

減少は、賃貸用の住居系マンション、オフィスビル及び商業施設の減価償却　　　 36,999千円

３．時価の算定方法

　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を含

む。）であります。
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Ⅸ．資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1)当該資産除去債務の概要

　主に商業施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

(2)当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から34年と見積り、割引率は0.5％を使用しております。

(3)当該資産除去債務の総額の増減

期首残高 67,124千円

時の経過による調整額 367千円

期末残高 67,492千円

貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

　当社は、賃貸借契約に基づき使用する本社オフィスについて、退去時における原状回復に係る債務を有して

おりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていない

ことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を

計上しておりません。

Ⅹ．関連当事者との取引に関する注記

当該株式会社と関連当事者の取引

（ア）株式会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

　該当事項はありません。

（イ）株式会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当
事者と
の関係

取 引 の
内 容

取引
金額

(千円)
科目

期末
残高
(千円)

子会社

株式会社
ラ・アトレ
レジデンシ

ャル

東京都
港区

10,000千円
不動産
販売

(所有)
直 接

(100.0)

不動産
の仕入
れ、販
売にお
ける業
務受託

販売手数料
等の支払

130,420 未払金 61,726

業務委託
収入

15,000 ― ―

― ― 預り金 278,662

子会社
合同会社
周南開発

大阪府
大阪市

100千円
不動産
管理

―
不動産
の管理

保証料の
受取

(注)３
18,454 ― ―

子会社
合同会社
旭川開発

東京都
港区

100千円
不動産
管理

―
不動産
の管理

保証料の
受取

(注)３
5,416 ― ―

子会社

 L'ATTRAIT
PROPERTY

DEVELOPMENT
INC.

カンボジ
ア王国

プノンペ
ン特別市

500千ドル
不動産
開発

(所有)
直 接
(49.0)

不動産
の共同
開発

― ―
共同事業
出資金

147,906

経費等の
立替

108,271 立替金 191,145

資金の貸付 40,000 長期貸付金 273,384

販売代金の
代理受領

261,575 預り金 286,344

（注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等は、一般の取引条件によっております。

３．合同会社周南開発及び合同会社旭川開発については当事業年度にその持分全部を譲渡したことにより、連結

子会社に該当しなくなりました。そのため、関連当事者であった期間の取引金額を記載しております。

（ウ）株式会社と同一の親会社を持つ会社等及び当該株式会社のその他の関係会社の子会社等

　該当事項はありません。

（エ）株式会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

　該当事項はありません。
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Ⅺ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 572円52銭

１株当たり当期純利益 83円99銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益 83円88銭

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 442,976

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 442,976

普通株式の期中平均株式数（株） 5,274,407

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 83円88銭

当期純利益調整額（千円） ―

普通株式増加数（株） 6,476

（うち新株予約権（株）） (6,476)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要

―

（注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

Ⅻ．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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