
 

 

 

第 72 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情報 

 

１．連結計算書類における連結注記表 １～６頁 

２．計算書類における個別注記表   ７～10 頁 

第 72 期（平成 29 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで） 

 

 

当社は、第 72 期定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、上記

の事項につきましては、法令および当社定款第 14 条の規定に基づき、インター

ネット上の当社ウェブサイト（https://www.pegasus.co.jp）に掲載することに

より、株主の皆様に提供しております。 

 

ペガサスミシン製造株式会社 



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等 
 

1. 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数及び連結子会社の名称    9社 

PEGASUS SEWING MACHINE PTE. LTD.、PEGASUS CORPORATION OF AMERICA、PEGASUS EUROPA 

GmbH、ペガサス（天津）ミシン有限公司、美馬精機株式会社、天津ペガサス嶋本自動車部品有 

限公司、PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.、PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS(VIETNA 

M) CO., LTD.、PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V. 

 

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項 

美馬精機株式会社を除き連結子会社の決算日は12月31日であり、連結決算日（３月31日）と異な

ります。 

連結計算書類の作成にあたっては、当該連結子会社の決算日現在の計算書類を使用して連結決算

を行っております。ただし、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。 

 

3. 会計方針に関する事項 

 (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  

   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

算定しております。） 

        時価のないもの 移動平均法による原価法 

 ② デリバティブの評価基準及び評価

方法 

 

   デリバティブ 時価法 

 ③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法  

   評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）によっております。 

   商   品 移動平均法 

   製   品 当社及び連結製造子会社は総平均法により、連結販売子

会社においては移動平均法によっております。 

   原 材 料 移動平均法 

   仕 掛 品 総平均法 
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 (2) 固定資産の減価償却の方法  

 ① リース資産以外の有形固定資産 当社及び国内連結子会社は、定率法を採用しておりま

す。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）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。在外連結子会社は、主として定額法を採

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 及 び 構 築 物 ３～50年 

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 ４～12年 

工 具 、 器 具 及 び 備 品 ２～15年 
 
 ② 無形固定資産 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。 

自社利用のソフトウェア ５年 

土 地 使 用 権 50年 

 ③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

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 

 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方

法を採用しております。 

リース期間定額法によっております。 

なお、主なリース期間は７年です。 

 (3) 引当金の計上基準  

 ① 貸倒引当金 当社及び国内連結子会社は、売上債権等の貸倒れによる

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。在

外連結子会社は、個別に債権の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 賞与引当金 当社及び国内連結子会社において、従業員の賞与の支給

に備えるため当連結会計年度に負担すべき支給見込額を

計上しております。 
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 (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、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、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及び非支配株主持分に含めておりま

す。 

 ② 退職給付に係る会計処理の方法 退職給付に係る負債は、当社及び国内連結子会社におい

て、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

額を控除した額を計上しております。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

によっております。 

過去勤務費用については、そ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 （15年）による定

額法により費用処理しております。 

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

よる定額法によりそれぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。 

未認識数理計算上の差異、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。 

 ③ 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。 

 
 
（会計方針の変更） 

該当事項はありません。 
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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) 担保に供している資産 

     建   物 421,868 千円

     土   地 844,713 千円

     そ の 他 17,770 千円

       計 1,284,352 千円

 (2) 担保に係る債務 

     短期借入金 908,437 千円

     １年内返済予定の長期借入金 84,000 千円

長期借入金 266,000 千円

       計 1,258,437 千円

 

2. 有形固定資産の減価償却累計額 8,894,683 千円

 

連結株主資本等変動計算書に関する注記 
 

1. 発行済株式の種類及び総数 
 

株式の種類 当連結会計年度期首 増  加 減  少 当連結会計年度末

普通株式（株) 24,828,600 ― ― 24,828,600

 

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29年６月21日
定時株主総会 

普通株式 248,106 10 平成29年３月31日 平成29年６月22日

平成29年10月30日
取締役会 

普通株式 272,917 11 平成29年９月30日 平成29年11月24日

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 
株式の 
種類 

配当の
原資

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30年６月21日
定時株主総会 

普通株式 
利益
剰余金

272,917 11 平成30年３月31日 平成30年６月22日
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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 

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行など金融機関からの借入等

により資金を調達しております。 

受取手形及び売掛金に係る信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。 

また、投資有価証券は主として株式及び債券であり、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）であります。 

 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

平成30年３月31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。 

(単位：千円) 
 

 
連結貸借対照表

計上額(*) 
時価(*) 差額 

(1) 現金及び預金 7,277,509 7,277,509 ―

(2) 受取手形及び売掛金 4,355,293 4,355,293 ―

(3) 投資有価証券  

その他有価証券 115,733 115,733 ―

(4) 支払手形及び買掛金 (1,522,764) (1,522,764) ―

(5) 短期借入金 (1,108,437) (1,108,437) ―

(6) 未払法人税等 (541,527) (541,527) ―

(7) 社債 
（１年内償還予定の社債を含む）

(408,750) (408,750) ―

(8) 長期借入金 
（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

(686,740) (687,169) 429

(9) 長期預り保証金 (120,000) (131,072) 11,072
 

(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

 
(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 

(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。 

(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おり、債券は取引金融機関か

ら提示された価格によっております。 
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(4) 支払手形及び買掛金、(5) 短期借入金、(6) 未払法人税等 

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。 

(7) 社債（１年内償還予定の社債を含む） 

当社が発行する社債は変動金利によっており、短期間で市場金利を反映し、また当

社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額にほぼ等し

いと考えられるため、当該帳簿価額によっております。 

(8) 長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また当社

の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しい

と考えられているため、当該帳簿価額によっております。 

固定金利によるものは、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

る利率で割り引いて算定する方法によっております。 

(9) 長期預り保証金 

一定期間ごとに区分した債務額を返済までの期間に応じた利率により割り引いて算

定する方法によっております。 

２．非上場株式（連結貸借対照表計上額92,215千円）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、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。 

 
１株当たり情報に関する注記 
 

１株当たり純資産額 867円46銭

１株当たり当期純利益 51円22銭
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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

算定しております。） 

         時価のないもの 移動平均法による原価法 

 (2) デリバティブの評価基準及び評価方

法 

 

   デリバティブ 時価法 

 (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  

   製品、仕掛品、貯蔵品 総平均法による原価法（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） 

   商品、原材料 移動平均法による原価法（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） 

    

2. 固定資産の減価償却の方法  

 (1) リース資産以外の有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）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 15～50年 

機 械 及 び 装 置 12年 

工具、器具及び備品 ２～15年 

 (2) 無形固定資産 定額法 

 (3) リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方

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 売上債権等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。 

 (2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担す

べき支給見込額を計上しております。 
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 (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、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お

ります。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付

見込額を当事業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おります。 

過去勤務費用については、そ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（15年）による定額

法により費用処理しております。 

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

定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。 

 

4. 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) 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、未認識過去勤

務費用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。 

 (2) 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。 

 

（会計方針の変更） 

該当事項はありません。 
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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) 担保に供している資産  

     建   物 421,868 千円 

     土   地 844,713 千円 

     そ の 他 17,770 千円 

       計 1,284,352 千円 

 (2) 担保に係る債務  

     短期借入金 908,437 千円 

     １年内返済予定の長期借入金 84,000 千円 

長期借入金 266,000 千円 

       計 1,258,437 千円 

 

2. 有形固定資産の減価償却累計額 3,219,390 千円 

 

3. 保証債務等 

  保証債務 関係会社の金融機関からの借入に対して、債務保証を行

っております。 

美馬精機株式会社 209,160千円

 

関係会社のリース会社からのリース債務に対して、債務

保証を行っております。 

美馬精機株式会社 1,642千円

 

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 3,347,015 千円 

     短期金銭債務 837,756 千円 
 

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 8,536,789 千円 

                  仕入高 3,660,218 千円 

                  販売費及び一般管理費 21,337 千円 

   営業取引以外の取引による取引高 634,777 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 17,944 株 
 

税効果会計に関する注記 
 

  繰延税金資産の発生の主な原因は、棚卸資産評価損及び賞与引当金の否認等であります。 

9



 
関連当事者との取引に関する注記 

(単位：千円) 
 

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 内 容
取引金額 
(注)７ 

科 目 
期末残高
(注)７

子会社 美馬精機株式会社 
所有 
直接100％ 

当社製品の製造
役員の兼任 

債務保証 
(注)１ 

210,802 ― ―

子会社 
PEGASUS SEWING 
MACHINE PTE. LTD. 

所有 
直接100％ 

当社製品の販売
役員の兼任 

製品の販売
(注)２ 

4,885,074 売掛金 1,714,582

子会社 
PEGASUS CORPORATION 
OF AMERICA 

所有 
直接100％ 

当社製品の販売
役員の兼任 

製品の販売
(注)２ 

1,703,942 売掛金 695,554

子会社 PEGASUS EUROPA GmbH 
所有 
直接100％ 

当社製品の販売
役員の兼任 

製品の販売
(注)２ 

1,016,369 売掛金 474,798

子会社 
ペガサス（天津）ミシン 
有限公司 

所有 
直接97％ 

当社製品の製造
及び販売 
役員の兼任 

外注加工費
(注)３ 
受取配当金
(注)４ 

1,788,374 
 

315,832 

買掛金 
 

― 

509,123

―

子会社 
PEGASUS VIETNAM 
SEWING MACHINE 
CO.,LTD. 

所有 
直接100％ 

当社製品の製造
及び販売 
役員の兼任 

外注加工費
(注)３ 

1,424,117 買掛金 125,256

子会社 
天津ペガサス嶋本自動車
部品有限公司 

所有 
直接90％ 

役員の兼任 
受取配当金
(注)４ 

294,245 ― ―

子会社 
PEGASUS AUTO PARTS 
MONTERREY S.A. DE C.V. 

所有 
直接99％ 
間接1％ 

役員の兼任 

増資の引受
(注)５ 
資金の貸付
(注)６ 
資金の回収
(注)６ 

834,200 
 

290,011 
 

424,609 

― 

関係会社 
短期貸付金 

―

31,875

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１.美馬精機株式会社の銀行借入及びリース債務につき、債務保証を行っております。 
２.製品の販売については、当社の価格表に基づいて決定しております。 
３.外注加工費については、子会社と協議の上、合理的に決定しております。 
４.受取配当金については、子会社の株主総会にて決定された金額によっております。 
５.当社がPEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.が行った増資を全額引き受けたもの

であります。 
６.資金の貸付及び回収については、利率は市場金利を勘案して、合理的に決定しております。 
７.取引金額及び在外子会社の期末残高には消費税等を含めておりません。 

 
１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 577円24銭

１株当たり当期純利益 38円85銭
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