
 

 

 

第 75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 １～７頁 

２．計算書類における個別注記表   ８～11 頁 

第 75期（2020年４月１日から 2021年３月 31日まで） 

 

 

当社は、第 75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、1998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2016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 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退職

給付に係る負債（年金資産の額が退職給付債務を超える

場合には退職給付に係る資産) に計上しております。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。 

 

（表示方法の変更） 

 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更 

   「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年３月31日)を当連結会

計年度から適用し、連結注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。 
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会計上の見積りに関する注記 

 会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しており
ます。 
 会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結
会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

1．棚卸資産の評価 

 商品及び製品    4,167,699千円 
 原材料及び貯蔵品  2,921,761千円 
  
棚卸資産の評価は、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、期末における取

得原価と正味売却価額のうちいずれか低い価額を棚卸資産の貸借対照表価額としております。この正味
売却価額は期末前後の販売実績に基づく価額を基礎としております。また、正味売却価額の合理的な算
出が難しい滞留品については滞留期間に応じて評価減割合を設定し、保守完了予定品や過剰品について
は過去の消費、販売実績等に基づき将来需要予測を算出し評価しています。この評価減割合や将来需要
予測は当社グループの各拠点における環境や情況を踏まえて決定していますが、実際の販売や生産状況
等が変化することにより、棚卸資産の評価の見積りに重要な影響を与える可能性があります。 
 

2. 繰延税金資産の回収可能性 

繰延税金資産    138,467千円 
 
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っており

ます。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に
発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類において、
繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。 
 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り 
 
 当社企業グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けておりますが、翌連結会計
年度以降は、需要が回復基調に向かうと仮定し、連結計算書類作成時において入手可能な情報を考慮し
て、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っています。なお、新型コロナウイルス感染症
の感染拡大や収束時期等の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこれらの仮定と異なる場合が
あります。 
 

 
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 2,425,986 千円 

     土   地 41,675 千円 

     そ の 他 17,770 千円 

       計 2,485,432 千円 

 (2) 担保に係る債務   

     短期借入金 2,053,670 千円 

     １年内返済予定の長期借入金 241,080 千円 

長期借入金 714,300 千円 

       計 3,009,050 千円 

 

2. 有形固定資産の減価償却累計額 8,585,759 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 

2020年６月23日 
定時株主総会 

普通株式 173,674 ７ 2020年３月31日 2020年６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 

2021年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 
利益 
剰余金 

173,674 ７ 2021年３月31日 2021年６月23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、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）および設備投資資金（長期）であります。 

 

2. 金融商品の時価等に関する事項 

2021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、時価およびこれらの差額

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 8,659,115 8,659,115 ― 

(2) 受取手形及び売掛金 3,619,713 3,619,713 ― 

(3) 投資有価証券    

その他有価証券 54,285 54,285 ― 

(4) 支払手形及び買掛金 (1,115,489) (1,115,489) ― 

(5) 短期借入金 (2,103,670) (2,103,670) ― 

(6) 未払法人税等 (52,829) (52,829) ― 

(7) リース債務 (484,293) (500,637) 16,344 

(8) 長期借入金 
（１年内返済予定の長期借入金を含む） 

(2,300,781) (2,289,813) △10,967 

(9) 長期預り保証金 (117,000) (129,075) 12,075 
 

(*) 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) リース債務 

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場

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。 

(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89,995千円）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 861円77銭 

１株当たり当期純利益 28円50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、1998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2016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。 

 

（表示方法の変更） 

 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更 

  「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年３月31日)を当事業年度

から適用し、個別注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。   

 

会計上の見積りに関する注記 

 会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。 
 会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係
る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

1．棚卸資産の評価 

商品及び製品      315,028千円 
原材料及び貯蔵品   1,715,292千円 

 

2. 繰延税金資産の回収可能性  

繰延税金資産          53,792千円 
 

会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報については、連結注記表（会計上の見積りに関する注
記）に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。 
 
  
 
 

－9－



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 2,425,986 千円 

     土   地 41,675 千円 

     そ の 他 17,770 千円 

       計 2,485,432 千円 

 (2) 担保に係る債務   

     短期借入金 2,053,670 千円 

     １年内返済予定の長期借入金 241,080 千円 

長期借入金 714,300 千円 

       計 3,009,050 千円 

 

2. 有形固定資産の減価償却累計額 2,461,669 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、保証を行ってお

ります。 

美馬精機株式会社 50,000千円 
 

   関係会社の長期未払金に対し、保証を行っております。 

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO 

PARTS(VIETNAM)CO., LTD. 
75,365千円 

PEGASUS AUTO PARTS 

MONTERREY S.A. DE C.V. 
98,543千円 

 

 

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 2,241,066 千円 

短期金銭債務 842,034 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 4,617,111 千円 

                  仕入高 2,720,001 千円 

                  販売費及び一般管理費 7,114 千円 

   営業取引以外の取引による取引高 171,271 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  17,976 株 
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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)５ 

科 目 
期末残高 
(注)５ 

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)１ 
2,856,853 売掛金 1,522,013 

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)１ 
722,466 売掛金 264,642  

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)１ 
602,409 売掛金 114,941 

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)２ 

受取配当金

(注)３ 

1,517,466 

 

151,417 

買掛金 

 

― 

501,082 

 

― 

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)２ 
1,043,252 買掛金 196,694 

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 

資金の貸付
(注)４ 

資金の回収 

(注)４ 

 577,720 

  271,648 

関係会社 
長期貸付金 

442,840 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注)１.製品の販売は、当社の価格表に基づいて決定しております。 
２.外注加工費は、子会社と協議の上、合理的に決定しております。 
３.受取配当金は、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。 
４.資金の貸付及び回収は、利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。 
５.取引金額及び在外子会社の期末残高に、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 551円12銭 

１株当たり当期純損失 7円27銭 
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