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・事業報告 
 

会社の体制および方針 
 

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならび

に当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制 

①当社及び当社の主要な子会社から成る企業集団（以下「当社グループ」という｡）の取締役、使用人等の職務の

執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

１）企業ビジョン、経営方針及び行動指針を制定し、これらを遵守するとともに、コンプライアンスに関する統括

部門を定め、当社グループの全役職員と共有し徹底を図る。 

２）当社グループ全体を対象にした各種の社内規程類又はガイドライン等を整備し、使用人の職務執行の指針とす

る。 

３）JVCケンウッド コンプライアンス行動基準を定め、これを遵守する。 

４）当社グループ各社において「取締役会規程」を定め、経営意思決定・取締役の職務の執行の監督を適正に行う。 

５）当社グループ全体を対象にした内部監査を実施するほか、当社グループ全従業員が利用可能な内部通報制度 

｢JVCケンウッドグループ 内部通報規程」を定め、｢JVCケンウッドグループ コンプライアンス行動基準」を

逸脱する行為に関する通報と是正手順及び通報者が不利益な扱いを受けないよう監視、保護する手順を整備す

る。 

６）監査役は、独立した立場から、当社グループにおける取締役、使用人等の職務執行状況を監査する。 

②当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

１）｢取締役会規程」に基づいて取締役会議事録を作成し、法令及び社内規程に基づき本店に保存する。 

２）機密文書情報や機密電子情報を管理する際の遵守すべき基本的事項を定める「機密情報管理規程」を定め、明

確な取扱いを行う。 

③当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

１）コンプライアンス及びリスクマネジメントに関するグループ規程を定め、それらのモニタリングに関する全社

的組織体制を設置し、責任を明確にすることにより、当社グループにおけるリスクマネジメント活動を適正に

推進する。 

２）リスク別の管理規程を整備し、当社グループにおける各種リスクの未然防止や、発生時の対応・復旧策を明確

にすることにより、重大事案の発生時における被害の拡大防止や損失の極小化を図る。 

④当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

１）当社においてグループ単位で事業計画等を策定することにより、経営目標を明確化し、当社グループに展開し、

その達成状況を検証する。 

２）当社においては、執行役員制度を導入し、業務執行を執行役員に委任することによって経営の監督機能と業務

執行機能を分化し、監督責任と業務執行責任を明確にする。 

３）当社において「取締役会規程」及び「執行役員会規程」並びにグループ規程「職務権限規程｣、｢意思決定権限

基準」及び「意思決定項目一覧表」を定めて、当社グループ全体の経営意思決定の方法を明確にする。 

４）当社グループ各部門の職務分掌に関する規程を定め、担当領域を具体的にし、明確な執行を行う。 
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⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

１）｢連結経営の基本方針」に基づき、経営理念・経営方針を共有するとともに、当社グループ規程として「職務

権限規程｣、｢意思決定権限基準｣、｢意思決定項目一覧表」を定めて、企業集団全体での業務の適正化を図る。 

２）主要な子会社に役員または業務管理者を派遣して、業務の適正化を確保する。 

３）子会社を対象にした内部監査部門による内部監査等を実施する。 

⑥子会社の取締役及び業務を執行する社員等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

１）子会社毎に当社の主管部門を定め、重要な情報の主管部門への報告の義務付けを行うとともに、主管部門は当

該子会社の経営全般に対して責任を持つ。 

２）必要に応じて、当社から各子会社に役員及び管理部門スタッフを派遣することにより、当該子会社の職務の執

行状況を業務執行ラインで把握する。 

３）当社グループ内で事業運営に与える異常事態が発生した場合に、遅滞なく適切な手順で当社経営トップに報告

がなされる体制を確保する。 

⑦当社の監査役の職務を補助する使用人に関する体制、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び

当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

１）当社は、当社の監査役の監査業務を補助するため、監査役スタッフとして専任の使用人を置く。 

２）当社は、監査役スタッフとしての専任の使用人の人事考課は当社の監査役が行い、任用については当社の監査

役と事前協議する。 

３）当社の監査役は、監査役スタッフに対する指揮命令権を持つ等、補助使用人の独立性の確保に必要な事項を明

確化し、当社はこれを尊重する。 

⑧当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等及び使用人又はこれらの

者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制 

１）当社の監査役は、取締役会その他重要会議に出席し、当社グループにおける業務の執行状況その他の重要な事

項について報告を受ける。 

２）当社の取締役及び本社部門長が、当社の監査役に対し定期的かつ必要に応じて業務執行状況の報告を行う。 

３）当社の監査役は、上記を含む年度監査計画に基づき、当社の各事業所・子会社の監査を実施し、報告を受け、

聴取を行う。 

４）当社グループの取締役及び使用人並びにこれらの者から報告を受けた者は、当社の監査役が事業の報告を求め

た場合又は当社グループの業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速に対応する。 

５）当社グループ全体を対象にした当社監査役への通報システムを設け、当社グループ内で発生した会計及び監査

における不正や懸念事項について、当社グループ従業員等が直接監査役会に通報する体制を構築する。 

６）当社の監査役は、内部監査部門の監査計画と監査結果について定期的に報告を受ける。 

⑨当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等及び使用人又はこれらの者から

報告を受けた者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

１）当社の監査役への報告を行った当社グループの報告者について当該報告をしたことを理由として不利な扱いを

行うことを禁止し、当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。 

２）内部通報システムにより通報を受けた当社の監査役は、通報を理由として通報者に不利益な取扱いを行わない

ように関係部門に要請するとともに、通報者から不利益な取扱いを受けている旨の連絡がなされた場合、当社

及び当社グループの人事部門に当該不利益な取扱いの中止を要請する。 
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⑩当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

１）当社の監査役が、その職務の遂行に関して、当社に対して費用の前払い等の請求をした場合は、当社は、当該

請求に係る費用又は債務が当社の監査役の職務の遂行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該

費用又は債務を処理する。 

２）当社の監査役は、監査の効率性及び適正性に留意して監査費用の支出を行う。 

⑪その他当社の監査役の監査が実効的に行われていることを確保する体制 

１）当社の取締役は、当社の監査役が策定する監査計画に従い、実効性ある監査を実施できる体制を整える。 

２）当社の代表取締役と当社の監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つ。 

３）当社の取締役は、当社の監査役の職務の遂行にあたり、法務部門・経理部門・内部監査部門及び外部の専門家

等との連携を図れる環境を整備する。 

４）社外監査役の選任にあたっては、専門性だけでなく独立性も考慮する。 

⑫財務報告の適正性を確保するための体制 

１）金融商品取引法及び関連法令に基づき、当社及びその子会社から成る企業集団の財務報告の適正性を確保する

ための体制の整備を図る。 

２）財務報告の適正性を確保するための体制の整備・運用状況を定期的に評価し、改善を図る。 

⑬反社会的勢力排除に向けた基本的考え方 

 当社グループは、役職員を標的とした不当要求や、健全な経営活動を妨害するなど、ステークホルダーを含め

た当社グループ全体に被害を生じさせるおそれのあるすべての反社会的勢力に対して、必要に応じて外部専門機

関と連携しながら法的措置を含めた対応を取りつつ、資金提供、裏取引を含めた一切の取引関係を遮断し、いか

なる不当要求をも拒絶する。当社グループは、このような反社会的勢力の排除が、当社の業務の適正を確保する

ために必要な事項であると認識している。 

 

(2) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務ならび

に当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

 上記体制に基づいて、当事業年度において実施いたしました主な取り組みの概要は以下のとおりです。 

①コンプライアンスに関する取り組み 

 最高経営責任者（CEO）を委員長とするコンプライアンス委員会と担当部門が主導し、関連規程の更新、社内

教育および事例の配信等を行っております。また、監査役通報システムおよび内部通報システムについても周知

しております。 

②リスク管理に関する取り組み 

 リスクサーベイランスと事業継続計画の更新を行っているほか、部門毎に想定事態への対応訓練を行っており

ます。また、異常事態発生時の報告・対応体制について周知しております。 

③取締役会の運営に関する取り組み 

 執行役員制度に加え、社外取締役を取締役会議長に選任して取締役会を運営することで、ガバナンスの強化を

はかるとともに業務執行を執行役員に委任する経営体制となり、監督と執行がより明確に分化されております。 
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④子会社管理に関する取り組み 

 経営監査室が国内外の関係会社を対象に、２年から３年周期で業務監査を実施しています。監査役と連携を取

りながら、子会社７社については、監査役と合同監査を実施しております。また、業務監査の指摘事項に対して

は、改善策の実施状況についてフォローを行っております。 

⑤監査役監査について 

 監査役は、｢取締役会｣、｢執行役員会」および「経営会議」等の重要会議に出席し、業務の執行状況その他の

重要な事項について報告を受けているほか、面談や往査を通じて当社および子会社の取締役、執行役員および部

門長等から業務執行状況等の報告を受けております。また、監査役は、当事業年度中に国内外関係会社合計24社

を対象に往査を実施するとともに、経営監査室から期初の年間内部監査計画および月次で内部監査結果報告を受

けております。 

 

(3) 株式会社の支配に関する基本方針 

 特定の者またはグループが株式を取得することにより、会社の企業価値または株主共同利益が毀損されるおそれ

があると判断される場合には、法令および定款によって許容される限度において、企業価値向上および株主共同利

益の確保のための相当な措置を講じることが必要であると考えられております。当社としても企業価値向上および

株主共同利益の確保の重要性は認識しており、慎重に検討を継続しておりますが、現時点において具体的な防衛策

等の導入はしておりません。 

 

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針 

 当社では、安定的に利益還元を行うこと、また今後の成長に向けて経営資源を確保することが経営上の最重要課

題の一つと考え、収益力および財務状況を総合的に考慮して剰余金の配当およびその他処分などを決定することと

しております。 

 当社は、剰余金の配当の基準日として、期末配当の基準日（３月31日)、中間配当の基準日（９月30日）の年２

回のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨定款で定めております。 

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除

き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款で定めております。 

 この方針に基づき、当事業年度の中間配当については、業績の回復に向けて経営資源を集中するため、平成28年

10月31日開催の取締役会で配当を見送ることを決議いたしました。また、期末配当については、通期業績をふまえ、

資本剰余金を原資として、平成29年５月12日開催の取締役会で１株当たり５円とさせていただく旨を決議いたしま

した。 

以 上 
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・連結計算書類 
連結株主資本等変動計算書 

 
（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

 
(単位：百万円) 

 

 

株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 
合計 

平成28年４月１日残高 10,000 45,272 24,682 △36 79,918 

誤謬の訂正による累積的影響額  301 446  747 

遡及処理後当期首残高 10,000 45,573 25,128 △36 80,665 

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当   △694  △694 

親会社株主に帰属する 
当期純損失（△） 

  △6,727  △6,727 

自己株式の取得    0 0 

自己株式の処分    0 0 

土地再評価差額金の取崩   15  15 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

     

連結会計年度中の変動額合計 ― ― △7,406 0 △7,407 

平成29年３月31日残高 10,000 45,573 17,722 △37 73,258 

 

 

その他の包括利益累計額 

非支配 
株主持分 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

為替換算 
調整勘定 

退職給付に 
係る 

調整累計額 

その他の 
包括利益 

累計額合計 

平成28年４月１日残高 445 △1,075 3,458 △13,820 △17,349 △28,341 5,241 56,818 

誤謬の訂正による累積的影響額        747 

遡及処理後当期首残高 445 △1,075 3,458 △13,820 △17,349 △28,341 5,241 57,565 

連結会計年度中の変動額         

剰余金の配当        △694 

親会社株主に帰属する 
当期純損失（△） 

       △6,727 

自己株式の取得        0 

自己株式の処分        0 

土地再評価差額金の取崩        15 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

562 1,520 △15 △1,500 10,555 11,122 233 11,355 

連結会計年度中の変動額合計 562 1,520 △15 △1,500 10,555 11,122 233 3,948 

平成29年３月31日残高 1,007 445 3,442 △15,320 △6,794 △17,219 5,474 61,514 
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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 

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 

・連結子会社の数 75社 

・主要な連結子会社の名称 株式会社ＪＶＣケンウッド・ビクターエンタテインメント 

JVCKENWOOD USA Corporation 

当連結会計年度において、当社は、当社の連結子会社であった株式会社ＪＶＣケンウッド・オプティカルコン

ポーネントを吸収合併したことにより、株式会社ＪＶＣケンウッド・オプティカルコンポーネントが消滅したた

め、連結の範囲から除外しました。 

当社は、カードプリンター事業を除く当社の業務用システム事業を分割し、当社の連結子会社である株式会社

ＪＶＣケンウッド・ビジネスソリューション（以下「JKBS｣）に承継するとともに、当社の連結子会社であった

Ｊ＆Ｋビジネスソリューション株式会社（以下「J&KBS｣）をJKBSが吸収合併し、JKBSの商号を株式会社ＪＶＣケ

ンウッド・公共産業システムに変更しました。これにより、J&KBSが消滅したため、連結の範囲から除外しまし

た。 

当社の連結子会社であるJVC Technical Services Europe GmbHは当社の連結子会社であったJVC Professional 

Europe Limitedを吸収合併したことにより、JVC Professional Europe Limitedが消滅したため、連結の範囲か

ら除外しました。 

当社の連結子会社である株式会社ＪＶＣケンウッド・サービスは、当社の連結子会社であったビクターサービ

スエンジニアリング株式会社を吸収合併したことにより、ビクターサービスエンジニアリング株式会社が消滅し

たため、連結の範囲から除外しました。 

当社の連結子会社であった株式会社ＪＶＣケンウッド・アークスは株式の売却により連結の範囲から除外しま

した。 

当社の連結子会社であったJVC Electronics Malaysia Sdn. Bhd.、 P.T. JVC Indonesia、 JVCKENWOOD 

Procurement Center (H.K.), Limited 、 JVC Polska Sp. zo. o. 、 JVC Taiwan Corp. 、 JVC Professional 

Products Italia S.p.A. 、 JVC Italia S.p.A. 、 JVC Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. 及 び Shinwa 

International Holdings Limited（以下「シンワ｣）の子会社であったShinwa Mechatronics (Shenzhen) 

Limited、Shinwa Technology (M) Sdn. Bhd.及びShinwa Industries (Shenzhen) Ltd は清算結了したことによ

り、連結の範囲から除外しました。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

・非連結子会社 ４社 

・主要な非連結子会社の名称 株式会社スピードスター・ミュージック 

非連結子会社は小規模であると共に、その総資産、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、且つ全体としても重要性が

ないため連結の範囲から除外しました。 
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２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社等の名称 

・持分法適用会社の数 １社 

・持分法適用会社の名称 Changchun Hangsheng ASK Electronics Co., Ltd. 
 
(2) 持分法非適用会社 11社 

当連結会計年度において、株式会社アニュータの株式の一部を取得したことにより、株式会社アニュータを持

分法非適用の関連会社に含めています。持分法を適用していない非連結子会社は株式会社スピードスター・ミュ

ージック他３社、関連会社はタイシタレーベルミュージック株式会社他６社であり、これらの非連結子会社及び

関連会社については、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）等がいずれも連結計算

書類に重要な影響を及ぼしておらず、且つ全体としても重要性がないため持分法の適用から除外しました。 

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、ASK Industries S.p.A.及びその子会社６社、JVC de Mexico, S.A. de C.V.、JVCKENWOOD 

RUS Limited Liability Company、JVCKENWOOD (China) Investment Co., Ltd.、Beijing JVC AV Equipment Co., 

Ltd.、Shanghai Kenwood Electronics Co., Ltd.、Kenwood Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd. 、シン

ワ及びその子会社８社の決算日は12月31日です。連結計算書類の作成にあたっては、いずれも連結決算日で実施し

た仮決算に基づく財務諸表を使用しています。 

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

当連結会計年度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）によっています。 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法によっています。 

２）デリバティブ 

時価法によっています。 

３）たな卸資産 

主として総平均法による原価法（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）で評

価していますが、一部の在外連結子会社は主として先入先出法による低価法で評価しています。 
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(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） 

主として定額法によっています。 

なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。 

建物及び構築物 ２～60年 

機械装置及び運搬具 ２～16年 

工具、器具及び備品 １～20年 

２）無形固定資産（リース資産を除く） 

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（３年から５年）に基づく定額法、製品組込

ソフトウェアについては製品の特性に応じ、見込販売数量又は見込販売期間（１年から５年）に基づく方法に

よっています。 

のれんについては主として８年から20年の定額法、それ以外の無形固定資産については主として２年から20

年の定額法によっています。 

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は、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。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

１）貸倒引当金 

連結会計年度末現在における債権の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は、原則として、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

込額を計上しています。在外連結子会社は債権の回収不能見込額を計上しています。 

２）製品保証引当金 

販売製品に係る一定期間内の無償サービスの費用に備えるため、当該費用の発生割合に基づいて見積もった

額を計上しています。 

３）返品調整引当金 

CD、DVD及びBlue-rayディスク等の販売製品の返品にともなう損失に備えるため、当該返品実績率に基づい

て見積もった額を計上しています。 

４）受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失

金額を合理的に見積ることが可能なものについて、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を計上して

います。 

(4) 重要な収益及び費用の計上基準 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

請負工事に係る収益の計上基準については、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

れる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成

基準を適用しています。 
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(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度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

ています。 

なお、在外連結子会社の資産及び負債は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は、期中平均為替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及び非支配株主

持分に含めています。 

(6) 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います。なお、金利スワップについては、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います。 

２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

金利スワップ 借入利息 

為替予約 外貨建予定取引 

３）ヘッジ方針 

外貨建予定取引に係る為替の変動リスクを軽減する目的で為替予約を行っており、ヘッジ指定文書を用いて

識別された外貨建ての輸出入など予定された営業取引の範囲内で行っています。また、借入金に係る金利変動

リスクを回避するために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います。 

４）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の間に高い相関関係があることを確認し、有効性の評価としています。

特例処理によっている金利スワップについては、決算日における有効性の評価を省略しています。 

(7) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 

１）在外子会社の採用する会計処理基準 

在外子会社の財務諸表が、各所在地国で公正妥当と認められた会計基準に準拠している場合には、国際財務

報告基準又は米国会計基準に準拠して修正しています。 

２）消費税等の会計処理 

税抜方式によっています。 

３）連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しています。 
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４）退職給付に係る資産及び負債の計上基準 

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見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の

額を控除した額を退職給付に係る負債に（または、年金資産から退職給付債務の額を控除した額を退職給付に

係る資産に）計上しています。 

過去勤務費用は、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（主に10年）による定額法で

按分した額を費用処理しています。 

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（主に

10年）による定額法で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しています。 

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額については、税効果を調整の上、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います。 

なお、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までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっています。 

５．追加情報 

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用） 

｢繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当連結

会計年度から適用しています。 

 

(誤謬の訂正に関する注記) 

当連結会計年度において、過年度（平成24年３月期から平成28年３月期）の連結計算書類における誤謬の訂正

をしています。誤謬の内容及び当連結会計年度の期首における純資産額に対する影響は以下のとおりです。 
 

項  目 資本剰余金 繰越利益剰余金 純資産合計 

法人事業税額の過大納付の還付にともなう訂正 ― 747百万円 747百万円 

平成26年５月15日付け剰余金処分（欠損填補）の訂正 301百万円 △301百万円 ― 

合  計 301百万円 446百万円 747百万円 
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(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 134,427百万円

２．関係会社株式 

非連結子会社及び関連会社に対するものは以下のとおりです。 
 

科目 金額（百万円） 

投資有価証券（株式） 298 

投資その他の資産「その他」(出資金） 179 
 

３．担保資産及び担保付債務 

担保に供されている資産は以下のとおりです。 

現金及び預金 1,149百万円 

受取手形及び売掛金 11,329 

商品及び製品 5,975 

その他流動資産 793 

建物及び構築物 6,634 

機械装置及び運搬具 73 

工具、器具及び備品 43 

土地 18,896 

投資有価証券 5 

その他投資 192 

合計 45,094 

担保付債務は以下のとおりです。 

短期借入金 1,750百万円 

一年内返済予定の長期借入金 43 

長期借入金 25,059 

合計 26,852 
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４．土地の再評価 

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）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該

再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を 

｢土地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 

・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出する方法」によっています。 

・再評価を行った年月日…平成12年３月31日 

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △5,229百万円 

５．偶発債務 

①債務保証契約 
 

被保証者 
保証金額 
（百万円） 

被保証債務の内容 

従業員 199 住宅資金借入金等 
 

②その他の偶発債務 

当社の連結子会社であるJVC (Philippines), Inc.（以下「JPL｣）は、フィリピン内国歳入庁から過年度（平

成16年３月期）の法人所得税、付加価値税及び源泉税に関し、平成20年12月２日付け書簡で、合計約６億フィリ

ピンペソ（本税に加え金利及び加算金等を含む）の追徴請求を受けました。同社はこの請求を極めて不合理なも

のとして、追徴請求の全部につき不服申し立てを行い、平成21年４月30日にフィリピン税務裁判所に提訴しまし

たが、フィリピン税務裁判所は、同社の提訴手続きが無効であると判断し、平成26年５月27日付け判決により

終的に同社の提訴は棄却される結果となりました。この結果を受け、同社は引き続き税務処理及び提訴手続きの

正当性を主張するため、平成26年７月18日にフィリピン 高裁判所へ上告しました。 

加えて、フィリピン国の特別措置法では査定額の10％を納めることで和解できる制度があり、JPLは既に営業

活動を停止していることから、フィリピン内国歳入庁に対してこの制度による和解手続きの適用を求め、平成27

年１月９日に10％和解申請を行い、同年２月９日に和解申請金を支払いました。(約69百万フィリピンペソ：当

時の為替レートによる円換算金額約187百万円） 

当連結会計年度末日までの金利の増加分を加味した場合の計算上の追加請求額は、約11億フィリピンペソ（当

連結会計年度末日の為替レートによる円換算額約25億円）となります。 

当該金額については、引当金として計上していませんが、和解申請金については支払時に費用処理しています。 
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６．財務制限条項 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とローン契約等を締結しており、それぞれについて当社の

連結貸借対照表における株主資本の一定水準の維持並びに各連結会計年度の決算期の連結営業損益を損失にしない

等の財務制限条項が定められています。当連結会計年度末日における財務制限条項が付されている借入実行残高は

以下のとおりです。 

短期借入金 －百万円 

一年内返済予定の長期借入金 4,462 

長期借入金 45,227 

合計 49,690 

 

上記借入実行残高の他、借入極度額10,000百万円のコミットメントラインを締結しています。 

 

(連結損益計算書に関する注記) 

１．関係会社清算益 

関係会社の清算が完了したことにともなう為替換算調整勘定取崩額です。 

２．事業譲渡益 

当社のプリンター事業を吸収分割したことにともなう譲渡益です。 

３．事業構造改革費用 

国内外の製造・販売体制の見直しによるものであり、主な内容は拠点の移管及び統合に関する費用等です。 

４．雇用構造改革費用 

経営改善のための施策の一環として連結子会社で実施した退職加算金によるものです。 

５．関係会社清算損 

関係会社の清算が完了したことにともなう為替換算調整勘定取崩額です。 

６．受注損失引当金繰入額 

採算見込みの大幅な悪化が判明した手持受注案件について、当該時点における将来の損失見込額を計上していま

す。 

 

  



〆≠●0 
02_9661710092906.docx 
㈱ＪＶＣケンウッド様 招集/別冊/WEB開示分 2017/05/11 19:46:00印刷 10/26 
 

― 14 ― 

(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総数 

普通株式 139,000千株

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

①配当金の総額 694百万円

②１株当たり配当額 5.00円

③基準日 平成28年３月31日

④効力発生日 平成28年６月６日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力が翌期となるもの 

平成29年５月12日開催予定の取締役会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案していま

す。 

①配当金の総額 694百万円

②１株当たり配当額 5.00円

③基準日 平成29年３月31日

④効力発生日 平成29年５月31日

資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 
 

基準日 期末 合計 

１株当たり配当金 5.00円 5.00円 

配当金総額 694百万円 694百万円 
 
 

(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、設備投資計画等に照らして、必要な資金を主に銀行等金融機関からの借入により調達してい

ます。一時的な余資は主に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ており、投機的な取引は行わない方針です。 

(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います。また、グローバルに事業を展開

していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として先物為

替予約を利用しています。 

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されています。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日です。一部外貨建てのものにつ

いては、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約を利用しています。 

借入金は、運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものです。このうち大部分は、変動金利で

あるため金利の変動リスクに晒されていますが、一部の借入金についてはデリバティブ取引（金利スワップ取引）

を利用して金利上昇リスクをヘッジしています。 
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デリバティブ取引は、外貨建ての債権債務及び外貨建て予定取引に対する先物為替予約取引及び直物為替先渡

取引、並びに借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引です。なお、ヘ

ッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の連結計

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「４．会計方針に関する事項 (6) 重要なヘッジ会計

の方法」をご参照下さい。 

(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 

当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における担当者が主要な取引先の状

況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、信用調査等の情報を収集す

ることで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います。また、販売先信用保証を受け

ることでリスクを軽減しています。 

デリバティブ取引については、取引の契約先はいずれも大手金融機関であるため契約不履行によるリスクは

ほとんどないと認識しています。 

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

当社グループは、外貨建て債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、予定取

引も含め先物為替予約及び直物為替先渡取引を利用しています。また、一部の借入金に係る支払金利の変動リ

スクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しています。 

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、市況や取引先企業

との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。 

デリバティブ取引については、取引権限等を定めた取引規程に従い、取引の実行はグループ会社の財務担当

部門及び同部門担当役員の指名した者が行っています。取引については、担当役員の承認ないし担当役員への

報告が都度行われています。 

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 

当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・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います。 

(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

れています。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29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、以下のとおりです。 

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いません（(注）２参照)。 
 

 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価（百万円） 差額（百万円） 

(1) 現金及び預金 41,806 41,806 ― 

(2) 受取手形及び売掛金 56,706   

   貸倒引当金（＊２） △747   

 55,958 55,958 ― 

(3) 投資有価証券 2,553 2,553 ― 

(4) 支払手形及び買掛金 (31,233) (31,233) ― 

(5) 短期借入金（＊３） (6,208) (6,208) ― 

(6) 未払金 (10,548) (10,548) ― 

(7) 未払法人税等 (1,900) (1,900) ― 

(8) 長期借入金（＊４） (64,055) (64,063) (8) 

(9) デリバティブ取引（＊５） 833 833 ― 
 

（＊１）負債に計上されているものについては、( ）で示しています。 

（＊２）受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しています。 

（＊３）長期借入金の一年内返済予定額を含めていません。 

（＊４）一年内返済予定額を含めています。 

（＊５）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）

で示しています。 

 

（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) 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いま

す。 

(3) 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います。 

(4) 支払手形及び買掛金、(5) 短期借入金、(6) 未払金、(7) 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いま

す。 
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(8) 長期借入金 

一部の借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップ取引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もられる利率で割り引いた現在価値により算定してい

ます。その他の変動金利による借入金は、短期間で市場金利が反映されるため、時価は帳簿価額と近似していると考え

られることから、当該帳簿価額によっています。 

(9) デリバティブ取引 

為替予約の時価については、取引先金融機関から提示された市場価格に基づき算定しています。また、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、当該借入金

の時価に含めて記載しています。 

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（百万円） 

非上場株式 5,205 

非上場外国債券 5 

子会社株式及び関連会社株式 298 
 

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ことから、(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) 

１．１株当たり純資産額 403円31銭

２．１株当たり当期純損失（△） △48円42銭

 

(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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(その他の注記) 

減損損失に関する注記 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループにおいて減損損失を計上しました。 

 

(減損損失の内訳） 

固定資産の用途変更による減損損失 
 

場所 資産グループ及び用途 種類 金額 

群馬県前橋市 売却予定資産 土地 39百万円 

埼玉県大里郡 売却予定資産 建物及び構築物 60百万円 

  土地 22百万円 

静岡県袋井市 売却予定資産 建物及び構築物 13百万円 

  機械装置及び運搬具 2百万円 

  工具、器具及び備品 0百万円 

  土地 170百万円 

  その他無形固定資産 0百万円 

Janze, France 売却予定資産 工具、器具及び備品 1百万円 
 

 

事業用資産の減損損失 
 

場所 資産グループ及び用途 種類 金額 

Texas, U.S.A. パブリックサービス分野 のれん 3,448百万円 

 米国無線子会社 その他無形固定資産 1,358百万円 

 事業用資産   

California, U.S.A. メディアサービス分野 機械装置及び運搬具 8百万円 

 米国CMOSイメージセンサー子会社 工具、器具及び備品 76百万円 

 事業用資産 のれん 75百万円 

  ソフトウェア 83百万円 

  その他無形固定資産 259百万円 

新潟県長岡市 パブリックサービス分野 機械装置及び運搬具 8百万円 

 事業用資産 工具、器具及び備品 25百万円 

  のれん 8百万円 

  ソフトウェア 35百万円 

神奈川県横浜市 メディアサービス分野 機械装置及び運搬具 77百万円 

Pathumthani, Thailand 事業用資産 工具、器具及び備品 534百万円 

  ソフトウェア 1百万円 

  長期前払費用 0百万円 
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(資産のグルーピングの方法） 

 事業用資産については、報告セグメントを基礎としつつ、収支把握単位・経営管理単位を勘案しグルーピ

ングを行っています。また、遊休資産及び売却予定資産については個々の物件ごとにグルーピングを行い、

本社等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としています。 

(減損損失の認識に至った経緯） 

 事業構造改革にともない用途変更が生じた資産及び売却予定の資産につき、帳簿価額と時価（鑑定評価額）

及び売却予定価額（諸経費を含む）の差額を減損損失に計上しました。 

 パブリックサービス分野で、傘下の米国無線子会社の株式取得時に発生したのれん及び固定資産について、

同社の業績が当初策定した計画を下回っていることを勘案して、今後の事業計画及び回収可能性を慎重に検

討した結果、帳簿価額の全額を減損損失に計上しました。またメディアサービス分野で、傘下の米国CMOSイ

メージセンサー子会社ののれん及び固定資産について、同社の業績が悪化したことを勘案して、今後の事業

計画及び回収可能性を慎重に検討した結果、帳簿価額の全額を減損損失に計上しました。 

 この他の事業用資産では、パブリックサービス分野及びメディアサービス分野の一部の事業用資産グルー

プについて業績が悪化したため、帳簿価額と将来キャッシュ・フローによる回収可能価額を慎重に比較検討

した結果、当該固定資産の帳簿価額の全額を減損損失に計上しました。 

(回収可能価額の算定方法） 

 将来キャッシュ・フローにより回収可能価額を見込むことができない事業用資産グループについて使用価

値をゼロとして評価しています。売却予定資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、不動

産鑑定評価額及び売却予定価額に基づいて算定しています。 

以上 
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・計算書類 
株主資本等変動計算書 

 
（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） 

 
（単位：百万円） 

 
 株主資本 

 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本 
合計 

 

資本準備金 
その他 

資本剰余金 
資本剰余金 

合計 

その他 
利益剰余金 

 
繰越利益 
剰余金 

平成28年４月１日残高 10,000 10,000 46,170 56,170 5,372 △36 71,507 

誤謬の訂正による累積的影響額   301 301 446  747 

遡及処理後当期首残高 10,000 10,000 46,471 56,471 5,819 △36 72,254 

事業年度中の変動額        

剰余金の配当     △694  △694 

当期純損失（△）     △12,422  △12,422 

自己株式の取得      0 0 

自己株式の処分      0 0 

土地再評価差額金の取崩     15  15 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

       

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― △13,101 0 △13,102 

平成29年３月31日残高 10,000 10,000 46,471 56,471 △7,282 △37 59,152 

 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成28年４月１日残高 253 △1,068 3,458 2,643 74,151 

誤謬の訂正による累積的影響額     747 

遡及処理後当期首残高 253 △1,068 3,458 2,643 74,898 

事業年度中の変動額      

剰余金の配当     △694 

当期純損失（△）     △12,422 

自己株式の取得     0 

自己株式の処分     0 

土地再評価差額金の取崩     15 

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

511 1,499 △15 1,995 1,995 

事業年度中の変動額合計 511 1,499 △15 1,995 △11,106 

平成29年３月31日残高 765 431 3,442 4,639 63,792 
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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) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法に基づく原価法によっています。 

(2) その他有価証券 

・時価のあるもの 

事業年度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）によっています。 

・時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法によっています。 

(3) デリバティブ 

時価法によっています。 

(4) たな卸資産 

総平均法による原価法（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）で評価していま

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） 

定額法によっています。なお、主な耐用年数は、以下のとおりです。 

建物 ２～60年 

工具、器具及び備品 ２～20年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

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（３年から５年）に基づく定額法、製品組込ソ

フトウェアについては製品の特性に応じ、見込販売数量又は見込販売期間（１年から５年）に基づく方法によっ

ています。 

それ以外の無形固定資産については主として２年から20年の定額法によっています。 

(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については、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。 
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３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

事業年度末現在における債権の貸倒損失に備えるため、原則として、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います。 

(2) 製品保証引当金 

販売製品に係る一定期間内の無償サービスの費用に備えるため、当該費用の発生割合に基づいて見積もった額

を計上しています。 

(3) 受注損失引当金 

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失金額を

合理的に見積ることが可能なものについて、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失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。 

過去勤務費用は、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）による定額法で按分し

た額を費用処理しています。 

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（10年）によ

る定額法で按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。 

(5) 関係会社事業損失引当金 

関係会社の事業にともなう損失に備えるため、関係会社の財政内容等を勘案し計上しています。 

４．収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

請負工事に係る収益の計上基準については、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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しています。 

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います。なお、金利スワップについては、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います。 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

金利スワップ 借入利息 

為替予約 外貨建予定取引 

(3) ヘッジ方針 

外貨建予定取引に係る為替の変動リスクを軽減する目的で為替予約を行っており、ヘッジ指定文書を用いて識

別された外貨建ての輸出入など予定された営業取引の範囲内で行っています。また、借入金に係る金利変動リス

クを回避するために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います。 
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(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の間に高い相関関係があることを確認し、有効性の評価としています。特

例処理によっている金利スワップについては、決算日における有効性の評価を省略しています。 

６．その他の計算書類作成のための基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっています。 

(2) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しています。 

７．追加情報 

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用) 

｢繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業

年度から適用しています。 

 

(表示方法の変更に関する注記) 

(貸借対照表) 

従来、｢関係会社事業損失引当金」は、｢その他固定負債（前事業年度 1,632百万円)」に含めて1,493百万円表

示していましたが、金額的重要性が増したため、当事業年度より「関係会社事業損失引当金」(当事業年度 

1,858百万円）として表示しています。 

(損益計算書) 

従来、｢関係会社事業損失引当金繰入額」は、｢その他営業外費用（前事業年度 787百万円)」に含めて67百万

円表示していましたが、金額的重要性が増したため、当事業年度より「関係会社事業損失引当金繰入額」(当事

業年度 616百万円）として表示しています。 

 

(誤謬の訂正に関する注記) 

当事業年度において、過年度（平成24年３月期から平成28年３月期）の計算書類における誤謬の訂正をしてい

ます。誤謬の内容及び当事業年度の期首における純資産額に対する影響は以下のとおりです。 
 

項  目 資本剰余金 繰越利益剰余金 純資産合計 

法人事業税額の過大納付の還付にともなう訂正 ― 747百万円 747百万円 

平成26年５月15日付け剰余金処分（欠損填補）の訂正 301百万円 △301百万円 ― 

合  計 301百万円 446百万円 747百万円 
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(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 66,444百万円

２．担保資産及び担保付債務 

(1) 担保に供している資産は以下のとおりです。 

建物 6,126百万円

構築物 169 

土地 18,041 

合計 24,338 

なお、上記のほかに、子会社１社の建物、構築物、土地を担保に供しています。 

(2) 担保付債務は以下のとおりです。 

長期借入金 25,059百万円

３．偶発債務 

 債務保証契約 
 

被保証者 
保証金額 
（百万円） 

被保証債務の内容 

従業員 199 住宅資金借入金等 

関係会社 8,248 借入債務等 

債務保証契約合計 8,448  
 

次の関係会社について、借入債務等に対し債務保証を行っています。 

EF Johnson Technologies, Inc. 2,966百万円

ASK Industries S.p.A 2,385 

JVCKENWOOD USA Corporation 1,750 

JVCKENWOOD Electronics Malaysia Sdn. Bhd. 526 

株式会社ＪＶＣケンウッド山形 297 

その他 322 

合計 8,248 

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く） 

短期金銭債権 23,040百万円

長期金銭債権 728 

短期金銭債務 37,350 
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５．財務制限条項 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とローン契約等を締結しており、それぞれについて当社の

連結貸借対照表における株主資本の一定水準の維持並びに各連結会計年度の決算期の連結営業損益を損失にしない

等の財務制限条項が定められています。当事業年度末日における財務制限条項が付されている借入実行残高は以下

のとおりです。 

短期借入金 －百万円 

一年内返済予定の長期借入金 4,462 

長期借入金 45,227 

合計 49,690 

上記借入実行残高の他、借入極度額10,000百万円のコミットメントライン契約を締結しています。 

６．土地の再評価 

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）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土

地再評価差額金」として純資産の部に計上しています。 

・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出する方法」によっています。 

・再評価を行った年月日…平成12年３月31日 

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △5,229百万円 

 

(損益計算書に関する注記) 

１．関係会社との取引高 

売上高 82,066百万円

仕入高等 104,870 

営業取引以外の取引高 8,298 

２．事業譲渡益 

当社のプリンター事業を吸収分割したことにともなう譲渡益です。 

３．関係会社清算損 

関係会社の清算が完了したことにともなう損失です。 

４．受注損失引当金繰入額 

採算見込みの大幅な悪化が判明した手持受注案件について、当該時点における将来の損失見込額を計上してい

ます。 

 

(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 51千株 
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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 

 投資有価証券評価損 478百万円

 退職給付引当金 4,098 

 関係会社株式等 24,132 

 貸倒引当金 1,305 

 受注損失引当金 570 

 未払費用等 1,552 

 減価償却費超過 1,434 

 たな卸資産評価減 435 

 繰越欠損金 37,268 

 その他 822 

繰延税金資産小計 72,099 

評価性引当額 △70,464 

繰延税金資産合計 1,635 

 

繰延税金負債 

 前払年金費用 3,539百万円

 その他有価証券評価差額金 418 

 合併に伴う時価差額調整額 1,051 

 完全支配関係法人間取引の 
 譲渡損益調整 

188 

 その他 633 

繰延税金負債合計 5,830 

繰延税金負債の純額 4,195 
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(関連当事者との取引に関する注記) 

 子会社 
 

種類 会社等の名称 
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 
(百万円) 

科目 
期末残高 
(百万円) 

子会社 
PT. JVC Electronics  
Indonesia 

直接  100.00 当社製品の製造委託 当社製品の購入(注)１ 27,005 買掛金 5,075 

子会社 
JVCKENWOOD USA  
Corporation 

直接  100.00 
当社製品の販売 

役員の兼任 

当社製品の販売(注)１ 36,129 売掛金 3,397 

資金の返済(注)２、３ 6,209 短期借入金 5,697 

支払利息(注)２ 276 未払費用 40 

子会社 
Shanghai Kenwood  
Electronics Co., Ltd. 

直接  100.00 
当社製品の製造委託 

役員の兼任 
当社製品の購入(注)１ 22,113 買掛金 2,531 

子会社 
JVCKENWOOD 
Singapore Pte. Ltd. 

直接  100.00 
当社製品の販売 

役員の兼任 

資金の借入(注)２、３ 96 短期借入金 3,108 

支払利息(注)２ 91 未払費用 2 

子会社 
EF Johnson  
Technologies,Inc. 

直接  100.00 
同社製品の製造受託 

役員の兼任 

資金の貸付(注)２、３ 3,082 短期貸付金 5,004 

債務保証(注)４ 2,966 － － 

子会社 
ASK Industries 
S.p.A. 

直接  100.00 役員の兼任 債務保証(注)５ 2,385 － － 

子会社 
株式会社ＪＶＣケンウッド・ 
ビクターエンタテインメント 

直接  100.00 役員の兼任 
資金の借入(注)２、３ 1,041 短期借入金 2,712 

支払利息(注)２ 27 － － 

子会社 
株式会社ＪＶＣケンウッド・ 
クリエイティブメディア 

直接  100.00 役員の兼任 
資金の返済(注)２、３ 8,521 短期借入金 1,000 

支払利息(注)２ 60 － － 

子会社 
株式会社ＪＶＣケンウッド・ 
パートナーズ 

直接  100.00 
総務・人事・経理業務等

の委託 
当社の銀行借入金に対する 

土地・建物の担保提供(注)６ 
25,059 － － 

子会社 
株式会社ＪＶＣケンウッド・ 
公共産業システム 

直接  100.00 事業の譲渡 
譲渡資産合計(注)９ 9,606 － － 

譲渡負債合計(注)９ 4,755 － － 
 

取引金額には消費税等は含まれていません。期末残高には消費税等は含まれています。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）１．当社製品の購入価格および販売価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して価格交渉の上で決定しています。 

２．貸付金、借入金の金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しています。 

３．資金の貸付、借入については増減額を表示しています。 

４．EF Johnson Technologies, Inc.の債務保証については、入札・履行保証に対し保証を行っています。 

５．ASK Industries S.p.A.の債務保証については、金融機関からの借入債務に対し保証を行っています。 

６．当社の銀行借入金に対する担保提供は運転資金の借入金に対するものです。 

７．EF Johnson Technologies, Inc.、JVCKENWOOD Singapore Pte. Ltd.他３社の株式について、8,283百万円の関係会社

株式評価損を計上しています。  

８．JVCKENWOOD (China) Investment Co., Ltd.の出資金について、444百万円の関係会社出資金評価損を計上しています。  

９．業務用システム事業の株式会社JVCケンウッド・公共産業システムへの吸収分割にともなう譲渡金額です。 

10．EF Johnson Technologies, Inc.、AltaSens, Inc.、JVC (Philippines), Inc.他３社の貸付に対し、4,200百万円の貸

倒引当金を計上しています。また当事業年度において3,476百万円の貸倒引当金繰入額を計上しています。 
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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 459円11銭

２．１株当たり当期純損失（△） △89円40銭

 

(重要な後発事象に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(連結配当規制適用会社に関する注記) 

当社は、連結配当規制の適用会社です。 

 

以上 
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