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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
体制その他業務の適正を確保するための体制
Ⅰ．基本方針
当社は、持続的成長により株主利益および企業価値の最大化に努めること
を目標とし、質の高い商品とサービスの提供を通じて社会に貢献していきま
す。
そのために、業務の適正性を確保する体制を整備し、それを適切に運用す
ることにより、法令および定款などを遵守するとともに、上場企業としての
社会的責任、使命を果たします。
Ⅱ．内部統制の体制の整備に関する方針
1. 取締役および従業員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
(1) 当社は、法令、規則およびルールの遵守を定めた「行動規範」や各種社
内規程を、社内のグループウェアを通じて、全役職員に継続的に周知徹底
をはかると同時に、啓蒙教育や研修を行います。
(2) 監査役は、取締役会に出席し、会社の決議事項のプロセス・内容などが
法令および定款などにもとづき、適合しているかを確認します。
(3) 内部監査室は、従業員が、法令、定款および社内規程などにもとづき、
適正に職務を遂行しているかどうかを「内部監査規程」にもとづき監査し、
その監査結果を代表取締役社長に報告するとともに監査役にも提出します。
(4) 当社は、従業員が、法令、定款および社内規程などに疑義のある行為に
気づいた場合に、代表取締役社長もしくは常勤監査役に直接情報提供を行
うことのできる「ホイッスルライン」を設置し、内部統制システムの強化
をはかっています。
2.

取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理については、｢取締役
会規程」およびその他の関連規程にもとづき、文書または電磁的媒体に記
録し、適切に行います。
(2) 取締役および監査役は、これらの情報を常時閲覧できます。

3.

損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、リスクマネジメントの対象となるリスクおよび会社内における
対策、組織、責任、権限などを規定した「経営危機管理規程」にもとづき、
未然防止、リスクの解消、事故などの再発防止に努めます。
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(2) 当社の各部門は、あらゆるリスクに対応するため、所管業務に付随する
リスクの管理に必要な体制（リスクの発見、情報伝達、対応など）を構築
し、その整備・運用を行うとともに、組織横断的なリスク状況の監視およ
び対応体制を構築します。
4.

取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
(1) 取締役は、責任と権限に関する基本事項を定めた「職務権限規程」およ
び「職務権限明細表」にもとづき、適正かつ効率的に職務を執行します。
(2) 業務執行の監視・監督範囲を明確化するため、代表取締役社長以外の常
勤取締役を原則として取締役本部長とし、担当部署および執行役員の監
視・監督ができるようにしています。
(3) 取締役会は、毎期、全役職員の共通目標となる「事業計画」を決定し、
その進捗状況を適宜チェックします。
(4) 担当取締役は、目標達成のために権限委譲を含めた効率的な業務運営の
方法を定め、定期的な進捗状況を取締役会に報告します。

5.

当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制
(1) 当社は､「関係会社管理規程」にもとづき、グループ会社に対する適切な
経営管理を行います。
(2) 当社は、グループ会社全体で、コンプライアンス体制を構築するために、
当社の「行動規範」の遵守をグループ会社にも徹底します。そのために、
グループ会社においても、継続的に周知徹底をはかり、必要に応じて啓蒙
教育や研修を行います。
(3) 当社の監査担当部署は､「関係会社管理規程」にもとづき、グループ会社
の監査を実施し、監査報告書を代表取締役社長へ提出します。なお、問題
があるときは、適宜改善を行います。
(4) グループ会社においても、複合的なリスクに対応するため、業務に付随
するリスク管理に必要な体制（リスクの発見、情報伝達、対応など）を構
築し、その整備・運用を行います。
(5) グループ会社の取締役および従業員は、グループ各社における重大な法
令違反、その他コンプライアンスにかかわる重要な事実を発見したときは、
当該会社の代表取締役社長または監査役に報告します。報告を受けた代表
取締役社長または監査役は、適切な対応を行える体制を構築します。

6.

監査役がその職務を補助すべき補助者を置くことを求めた場合における当
該補助者に関する事項
(1) 監査役会から職務補助のための補助者を求められたときは、独立した補
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助者を任命します。その際、取締役などからの独立性を確保するため、補
助者の人事評価は監査役会が行い、補助者の人事異動および懲戒に関して
は、監査役会の事前の同意を得るようにしています。
(2) 監査役補助者は、業務の執行に関わる役職を兼務しません。
7.

取締役および従業員が、監査役会に報告をするための体制
(1) 取締役および従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、また
は発生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正行為を発見した
とき、その他監査役会へ報告すべきものと定めた事項が生じたときは、す
みやかに監査役会に報告します。
(2) 監査役は、必要がある場合には、稟議書その他社内の重要書類、資料な
どを閲覧できるようにしています。
(3) 監査役会に報告をしたことを理由として、報告者が不利益な扱いを受け
ないよう、当該報告者を保護します。また、報告を行ったことを理由とし
て、当該報告者が不利益な扱いを受けていることが判明した場合は、これ
を除去するための適切な措置を講じます。

8.

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長は、役職員の監査役監査に対する理解およびその環境の
整備に努めます。
(2) 代表取締役社長は､「監査役会規程」にもとづき、当社の経営上の対処す
べき課題、その他監査上の重要課題などについて、監査役と定期的な意見
交換を行います。
(3) 監査役は、必要と認めたときは、特定の事項について、内部監査室およ
びその他の部署に、監査役監査に対し協力を求められるようにしています。
(4) 監査役は、定期的に会計監査人と財務および会計に関する事項などの協
議・意見交換をするなど、緊密な連携をはかり、その監査業務が実効的に
行えるようにしています。
(2) 株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。
(3) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① 当社は､「行動規範」や各種社内規程に沿った適正な業務遂行のため
に、職制による指揮を行い、コンプライアンスを確保するための体制
にもとづき、職務執行を行いました。また社内のグループウェアを通
じて、全役職員に継続的に周知徹底をはかると同時に、啓蒙教育や研
修を実施しました。
② 監査役は、取締役会に出席し、会社の決議事項のプロセス・内容な
どが法令および定款などに適合しているかを確認しております。
③ 内部監査室は､「内部監査規程」にもとづき、各種資料の閲覧、部門
責任者からのヒアリング、各事業所への往査を実施し、その監査結果
を代表取締役社長に報告するとともに、監査役にも提出しております。
④ 当社は、従業員が、法令、定款および社内規程などに疑義のある行
為に気づいた場合に、代表取締役社長もしくは常勤監査役に直接情報
提出を行うことのできる「ホイッスルライン」を設置しており、その
運用を継続しました。
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(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、将来の事業規模拡大に不可欠な成長投資を優先し、株主利益お
よび企業価値の最大化に努めることを基本方針としております。また、株
主還元については、企業価値向上による株価上昇と剰余金の配当等によっ
て総合的に実現してまいります。なお配当等の決定については平成27年６
月26日開催の第21期定時株主総会にて定款の変更を行い、取締役会の決議
により機動的に実施できるよう配慮しております。また、剰余金の配当等
は、純利益だけでなく、内部留保も含めた資本効率を勘案すると同時に将
来の事業計画を考慮して決定しております。
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連結注記表
継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
連結計算書類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
(1) 連結子会社等の数 ２社
主要な連結子会社等の名称 Israel Shiraishi,Ltd.
株式会社 ニューアート・ラ・パルレ
なお、株式会社ウェディングサポートについては、平成27年11月１日
付で、当社を存続会社とする吸収合併方式にて、消滅したため連結子会
社ではなくなりました。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
(イ)主要な非連結子会社の名称
株式会社ニューアート・クレイジー、株式会社ニューアート・ウェデ
ィング、Hong Kong New Art Ltd.
(ロ)連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、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）等は、
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、連結の範
囲から除いております。
２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用しない非連結子会社の名称
株式会社ニューアート・クレイジー、株式会社ニューアート・ウェディ
ング、Hong Kong New Art Ltd.
(2) 持分法を適用しない理由
当期純損益及び利益剰余金からみて、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
会社名
決算日
Israel Shiraishi,Ltd.
12月31日
連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用し、
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
っています。その他の連結子会社等の決算日は３月31日であり、連結決算
日と一致しております。
４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準および評価方法
① 有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式 移動平均法による原価法
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通常の販売目的で保有するたな卸資産
イ．商品
主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性
の低下にもとづく簿価切下げの方法により算定）
一部商品については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もとづく簿価切下げの方法により算定）
ロ．貯蔵品
主として最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低
下にもとづく簿価切下げの方法により算定）
(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）
定率法によっています。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建
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
下のとおりです。
建物及び構築物
３～41年
車両運搬具
２～６年
工具、器具及び備品 ２～20年
在外連結子会社は所在地国の会計基準にもとづく定額法によっています。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっています。なお、ソフトウェア（自社利用分）について
は、社内における利用可能期間（５年）にもとづく定額法を採用して
います。
③ 長期前払費用
均等償却によっています。
(3) 重要な引当金の計上基準
貸倒引当金
一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権など特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して
います。
(4) 退職給付に係る負債の計上基準
当社は、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
職給付債務の見込額にもとづき計上しています。数理計算上の差異は、そ
の発生年度に一括損益処理しています。
(5) 重要な外貨建の資産また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います。なお、在外連結子会社などの資産
および負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益およ
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に含めています。
(6) のれんの償却方法および償却期間
のれんの償却については、20年間の定額法により償却を行っております。
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(7) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
特例処理の用件を満たしている金利スワップについて、特例処理とし
ています。
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
市場金利の変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取
引は行わない方針であります。
④ ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップは特例処理の用件を満たしているため、有効性の評価を
省略します。
(8) その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。
表示方法の変更に関する注記
(企業結合に関する会計基準等の適用に伴う変更）
｢連結財務諸表に関する会計基準｣（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）
第39項に掲げられた定め等を適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主
持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。
(連結貸借対照表関係)
｢建物附属設備」の表示方法は、従来、貸借対照表上、｢建物附属設備」(前連
結会計年度536百万円）として表示しておりましたが、内容をより明確に表示す
るため、当連結会計年度より「建物及び構築物」(当連結会計年度692百万円）
として表示しております。
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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
1,473,969千円
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
２．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
投資有価証券（株式）
66,430千円
関係会社長期貸付金
213,300千円
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する
事項
当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度
期首株式数（株) 増加株式数（株) 減少株式数（株) 末株式数（株)
発行済株式
普通株式
332,527,514
―
―
332,527,514
合計
332,527,514
―
―
332,527,514
自己株式
普通株式
106,692
1,983
―
108,675
合計
106,692
1,983
―
108,675
（変動事由の概要）
自己株式の普通株式増加数の内訳は次の通りです。
単元未満株式の買取
1,983株
２．配当に関する事項
該当事項はありません。
３．新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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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
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入)
を調達しています。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。資金運用については短期的な預金などに限定しています。なお、デ
リバティブについては、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客および提携先企業の信用リ
スクに晒されています。また、外貨預金は、同じ外貨建ての買掛金の残高
の範囲内にあるものを除き、為替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１～３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、外貨預金の残高の範囲
内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジする場合があります。
これ以外の残高は、為替の変動リスクに晒されています。
借入金は、主に設備投資にかかる資金調達と短期的な運転資金を目的と
したものであり、返済期日は最長で決算日後５年です。このうち一部は、
金利の変動リスクに晒されていますが、長期の一部については、デリバテ
ィブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。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、ヘッジの有効性
の評価方法等については、前途の「連結計算書類作成のための基本となる
重要な事項に関する注記等」に記載されている「４．会計方針に関する事
項（7）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
(3) 金融商品にかかるリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行にかかるリスク）の管理
当社は、財務経理規程に従い、営業債権について、得意先毎に債権の
発生時期を整理して、売掛金年齢表を作成し残高管理を行っています。
また、滞留債権については、営業責任者および商品責任者は、遅滞な
く債権の明細、回収見込、その他の状況について、社長および関係者
に報告し、適切な対応策を協議することにより、得意先の財務状況な
どの悪化などによる回収懸念の早期把握や軽減を図っています。
デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機
関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク（為替や金利などの変動リスク）の管理
当社は、外貨建ての営業債務について、通貨別月別に把握された為替
の変動リスクに対して、先物為替予約を利用してヘッジする場合があ
ります。また、当社は借入金にかかる支払金利の変動リスクに関して
は、長期借入金の一部について、金利スワップ取引を利用しています。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内
規定に従っております。
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③

資金調達にかかる流動性リスク（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、財務経理規程に従い、資金管理責任者が常に資金繰りの状況
を把握し、資金の調達または運用に関して的確な施策を講じるととも
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) 金融商品の時価などに関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格にもとづく価額のほか、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、異なる前提条件などを採用するこ
とにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
平成28年３月31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
時価（千円） 差額（千円)
計上額（千円）
(1) 現金及び預金
2,535,917
2,535,917
―
(2) 受取手形及び売掛金
1,823,217
1,823,217
―
(3) 短期貸付金
3,100
3,100
―
(4) 関係会社長期貸付金
213,300
215,535
2,235
資産計
4,575,535
4,577,770
2,235
(1) 支払手形及び買掛金
154,516
154,516
―
(2) 短期借入金
1,800,000
1,800,000
―
(3) 未払法人税等
351,031
351,031
―
(4) 長期借入金
500,000
499,721
△278
(１年内返済予定の長期借入金を含む)
(5) 長期未払金
2,538
2,519
△19
負債計
2,808,086
2,807,788
△298
デリバティブ取引
―
―
―
(注) 1.

金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 短期貸付金
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。
(4) 関係会社長期貸付金
これらの時価は、その将来キャッシュ・フローを長期プライムレ
ートなど適切な指標にもとづく利率で割り引いた現在価値により算
定しています。
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負 債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 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。
(4) 長期借入金、(5) 長期未払金
これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行っ
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いま
す。
また、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、当該金利スワップと一体として処理された元金利
の合計額を、同様の借入れ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。
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（千円）
敷金及び保証金（注１）
1,030,027
非上場株式等（注２）
66,930
(注１)

敷金及び保証金は償還期限の定めが無く、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当該帳簿価額によっています。
(注２) 非上場株式等は、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。

１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額
(2) １株当たり当期純利益金額

17円74銭
3円92銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

― 11 ―

〆≠●0

02_0193110092806.docx
㈱シーマ様 招集別冊

2016/05/30 18:22:00印刷

8/14

個別注記表
継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法
２．たな卸資産の評価基準および評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
① 商品
主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性低
下にもとづく簿価切下げの方法により算定）
一部商品については総平均法による原価法（貸借対照表については
収益性の低下にもとづく簿価切下げの方法により算定）
② 貯蔵品
主として最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下
にもとづく簿価切下げの方法により算定）
３．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）
定率法によっています。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物
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
おりです。
建物及び構築物
３～41年
車両運搬具
２～６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）
定額法によっています。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、
社内における利用可能期間（５年）にもとづく定額法を採用しています。
(3) 長期前払費用
均等償却によっています。
４．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権など特定の債権
については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
(2) 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の
見込額にもとづき計上しています。数理計算上の差異は、その発生年度に
一括損益処理しています。
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５．その他計算書類のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産およ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います。
(2) 消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。
会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。
表示方法の変更に関する注記
(貸借対照表関係)
｢建物附属設備」の表示方法は、貸借対照表上、｢建物附属設備」(前会計年度
184百万円）として表示しておりましたが、内容をより明確に表示するため、当
会計年度より、｢建物及び構築物」(当会計年度366百万円）として表示しており
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
1,380,677千円
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
２．関係会社に対する金銭債権債務の額 短期金銭債権
長期金銭債務

17,806千円
42,728千円

３．保証債務
子会社の㈱ニューアート・ラ・パルレの一部の店舗および本社において、
賃貸借契約に関する連帯保証をしております。
損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
仕入高
営業取引以外の取引による取引高
記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
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および株式数
普通株式
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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別の内訳
繰延税金資産（流動）
繰越欠損金
87,650千円
未払事業税
18,901千円
棚卸資産評価損
60,223千円
その他
5,942千円
小計
172,718千円
評価性引当額
△57,877千円
合計
114,841千円
繰延税金資産（固定）
繰越欠損金
退職給付引当金
減損損失
不正事故損失
貸倒引当金
関係会社株式評価損
その他
小計
評価性引当額
合計

242,737千円
57,904千円
177,855千円
54,621千円
10,264千円
3,144千円
597千円
547,126千円
△535,241千円
11,885千円

― 14 ―

10/14

〆≠●0

02_0193110092806.docx
㈱シーマ様 招集別冊

2016/05/30 18:22:00印刷

11/14

関連当事者との取引に関する注記
１．役員および個人主要株主等
属

性

氏

名 住

資本金又 事
業
の 議決権等
関連当事者 取
所 は出資金 内
容 の被所有
との関係 内
（千円） 又 は 職 業 割
合

ジャン・
ポール・
ベルギー
トルコウ
スキー
役員

―
リ オ ー
ル・クン ベルギー
スラー

(注５)

役員

一般財団
法人軽井
長野県
沢ニュー
北佐久郡
アートミ
軽井沢町
ュージア
ム
白石哲也

東京都
渋谷区

当社社外取締役
エクセルコN.V.
および
F.T.K. BVBAマネージ
ング・ディレクター
(注３､４)
当社社外取締役
エクセルコN.V.
および
F.T.K. BVBAマネージ
ング・ディレクター
(注３､４)

3,000 美術館

―

当社取締役

―

商品の仕入

―

商品仕入
及び販売先

0.15％

株式取得

引

の 取引金額
科
容 (千円)

商品の仕入
(注２)

目

426,178 買掛金

期末残高
(千円)

16,018

商品の仕入
(注２)

73,277

商品の販売
(注２)

22,967 売掛金

1,378

関係会社
株式の取得
(注６)

24,000
(注７)

―

―

―

―

(注) 1. 上記の金額のうち取引金額には消費税は含まず、期末残高には消費税が含ま
れております。
2. 取引条件は一般の取引条件によっております。
3. 当社社外取締役ジャン・ポール・トルコウスキーおよびリオール・クンスラ
ーが第三者（エクセルコN.V.およびF.T.K.BVBA）の代表者として行った取引
であります。
4. F.T.K. BVBAの正式社名は、F.T.K. BVBA Worldwide Manufacturingです。
5. 当社の役員が業務執行を決定する権限の過半数を自己の計算において所有し
ておりませんが、当社の代表取締役白石幸生が議決権の過半数を所有する会
社が基本財産の100％を拠出した法人です。
6. 株式会社ニューアート・クレイジーの株式取得代金です。
7. 取引条件については、独立の第三者算定機関に株式価値算定を依頼し、その
評価を勘案して決定しております。
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２．関係会社
属

性

会社等の
名
称

住

所

資本金又 事 業 の 議決権等の
は出資金 内
容 所有割合

関係内容

取
内

引

の 取引金額
期末残高
科目
容 （千円）
（千円）

資金の貸付
(注１)
Israel
1,000
商品の仕入
イスラエル
ダイヤモン
子 会 社 Shiraishi,
イスラエル
直接100％
資金の貸付 ダイヤモン
テルアビブ
ドの仕入
Ltd.
シェケル
ドの仕入
(注２)
株式会社
ニューアー 東京都
子 会 社
ト・ラ・パ 中央区
ルレ
株式会社
ウェディン
グサポート
(注４)
株式会社
ニューアー
子 会 社
ト・クレイ
ジー
子 会 社

関係会
244,577 社長期
貸付金
265,367

―

資金の貸付
(注１)

関係会
160,000 社長期
貸付金

貸付金の
回収

500,000

90百万円 エステ事業 直接100％ 資金の貸付

東京都
中央区

15百万円

ブライダル
役員の兼任 資金の貸付
直接100％
事業
資金の貸付 (注１)

東京都
中央区

11百万円

ゴルフ用品
役員の兼任 資金の貸付
直接100％
製造及び販売
資金の貸付 (注１)

―

30,380

―

95,000

―

関係会
― 社長期 1,332,000
貸付金
関係会
213,300 社長期
貸付金

213,300

(注) 1. 資金の貸付に係る利率については、市場金利を勘案して利率を決定しており
ます。なお、担保は受け入れておりません。
2. ダイヤモンドの仕入に関する取引は一般的取引条件により、規程の範囲で決
定されます。
3. Israel Shiraishi, Ltd.に対する貸付金に対し20,000千円の貸倒引当金を計
上しております。また、当事業年度において7,000千円の貸倒引当金戻入額を
計上しております。
4. 株式会社ウェディングサポートは、平成27年11月１日付で当社に吸収合併さ
れ、消滅しております。したがって属性、議決権の所有割合（％)、期末残高
は平成27年10月31日時点、取引金額は平成27年４月１日から平成27年10月31
日までの金額を記載しております。

１株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額
(2) １株当たり当期純利益金額

17円24銭
3円41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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