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連結注記表

１．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連結子会社の状況

連結子会社の数　　　　　　４社

主要な連結子会社の名称

・アップルオートネットワーク株式会社

他３社

　前連結会計年度において連結子会社でありましたA.I.AUTOMOBILE(DONGGUAN)LIMITED

は、清算が完了したため。連結の範囲から除外しております。

　以上より、１社減少し変更後の連結子会社の数は４社となりました。

②非連結子会社の状況

主要な非連結子会社の名称

・APPLE HEV INTERNATIONAL Pte.Ltd.

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の

範囲から除外しております。

（２）持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した関連会社の状況

持分法適用の関連会社の数　３社

主要な会社等の名称

・北京泰智諮詢有限公司

・北京艾普旧車経営有限公司

・Apple Auto Auction（Thailand）Company Limited

②持分法を適用していない非連結子会及び関連会社の状況

主要な会社等の名称

・日本自動車買取有限責任事業組合

・杭州名朝汽車貿易有限公司

・APPLE HEV INTERNATIONAL Pte.Ltd.

持分法を適用しない理由

　各社の当期純損益（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

　連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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（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

（イ）有価証券

その他有価証券

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。

（ロ）たな卸資産

商品…………当社及び国内連結子会社は個別法による原価法（貸借対照表価額に

ついては、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を、

また、在外連結子会社は個別法による低価法を採用しております。

貯蔵品……… 終仕入原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

（ハ）デリバティブ

時価法を採用しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

（イ）有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社

平成19年３月31日以前に取得したもの

　旧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）について

は、旧定額法によっております。

平成19年４月１日以降に取得したもの

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。

平成28年４月１日以降に取得したもの

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（建物附属設備を含む）及び構築物については定額法によっており

ます。

在外連結子会社

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　６～34年

車両運搬具　　　２～６年

工具器具備品　　２～20年

（ロ）無形固定資産（リース資産を除く）

　当社及び連結子会社は定額法を採用しております。

（ハ）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を採用しております。
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③重要な引当金の計上基準

（イ）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。

（ロ）役員退職慰労引当金

　一部の国内連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規

程に基づく期末要支給額を計上しております。

④退職給付に係る会計処理の方法

　当社は確定給付型の退職一時金制度と確定拠出年金制度を採用しております。

　確定給付制度については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　確定拠出制度への要拠出額は824千円であります。

⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

　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

益として処理しております。

　なお、在外子会社等の資産及び負債は、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計上しております。

⑥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

（イ）繰延資産の処理方法

　株式交付費及び新株予約権発行費

　発生時に全額費用処理しております。

（ロ）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取手数料」

は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度の「受取手数料」は465千円であります。

３．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おります。
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４．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 183,240千円

（２）財務制限条項

①当連結会計年度の借入金のうち、454,300千円（１年内返済予定を含む）には、借入先と

の相対による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。

（イ）平成28年12月決算以降の決算期を初回の決算期とする２期について、各年度の連結

損益計算書で示される経常損益が２期連続して損失にならないこと。

（ロ）平成28年12月決算以降の決算期を初回の決算期とする２期について、各年度の損益

計算書で示される経常損益が２期連続して損失にならないこと。

（ハ）各年度の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日に

おける連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。

②当連結会計年度の借入金のうち、324,860千円（１年内返済予定を含む）には、借入先と

の相対による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。

（イ）各年度の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を０円以上に維持すること。

③当連結会計年度の借入金のうち、195,000千円（１年内返済予定を含む）には、借入先と

の相対による金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。

（イ）各年度の損益計算書で示される経常損益が２期連続して損失にならないこと。

（ロ）各年度の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を平成27年12月期末の75％以

上、且つ前事業年度末の75％以上に維持すること。

５．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に関する事項

株 式 の

種 類

当連結会計年度期

首 の 株 式 数 ( 株 )

当連結会計年度

増加株式数(株)

当連結会計年度

減少株式数(株)

当連結会計年度末

の 株 式 数 ( 株 )

普通株式 12,461,400 1,380,000 ― 13,841,400

（注）発行済株式数の増加理由は有償第三者割当によるものです。

（２）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。
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（３）当連結会計年度末以降に行う剰余金の配当に関する事項

　平成30年３月23日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を

次のとおり提案しております。

　普通株式の配当に関する事項

①配当金の総額　　　　69,207千円

②配当の原資　　　　利益剰余金

③１株当たり配当額　　　　５円

④基準日　　　平成29年12月31日

⑤効力発生日　平成30年３月26日

（４）新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区　分
新株予約権
の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高

(千円)当連結会計
年 度 期 首

当連結会計
年 度 増 加

当連結会計
年 度 減 少

当 連 結 会
計 年 度 末

提出会社
(親会社)

平成28年
新株予約権

普通株式 250,000 ― ― 250,000 600

平成29年
新株予約権

普通株式 ― 260,000 ― 260,000 1,300

合　計 ― 250,000 260,000 ― 510,000 1,900

（注）平成29年新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。

６．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に限定し、銀行等金融機関からの借入

により資金を調達しております。

　売掛金、未収入金及び貸付金に係る顧客の信用リスクは、主要な取引先の状況を定期的に

モニタリングし、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。

　借入金の使途は運転資金及び仕入資金であり、資金計画等を十分に検討し、適切な手段を

用いて資金調達を行うこととしております。

　なお、デリバティブ取引は、社内ルールに従い、実需の範囲で行うこととしております。
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（２）金融商品の時価等に関する事項

　平成29年12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、次

のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表

計上額（※１）
時価（※１） 差 額

（１）現金及び預金 3,389,098 3,389,098 ―

（２）売掛金

貸倒引当金（※２）

2,314,440

△144,654

2,169,786 2,169,786 ―

（３）未収入金

貸倒引当金（※２）

3,813

△5

3,808 3,808 ―

（４）短期貸付金

貸倒引当金（※２）

16,970

△0

16,970 16,970 ―

（５）長期貸付金 119,576

貸倒引当金（※２） △103,902

15,674 15,674 ―

（６）長期営業債権

貸倒引当金（※２）

672,328

△672,328

― ― ―

（７）長期滞留債権

貸倒引当金（※２）

299,448

△299,448

0 0 ―

（８）支払手形及び買掛金 （74,845) (74,845) ―

（９）長期借入金

（１年内返済予定を含む）
（1,476,969) (1,476,969) ―

（10）デリバティブ取引 ― ― ―

（※１）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。

（※２）売掛金、未収入金、短期貸付金、長期貸付金、長期営業債権、長期滞留債権に対応する

貸倒引当金を控除しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項

（１）現金及び預金、（２）売掛金、（３）未収入金、（４）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おります。

（５）長期貸付金、（６）長期営業債権、（７）長期滞留債権

　担保による回収見込額等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は連結決算

日における連結貸借対照表計上額から現在の貸倒引当金を控除した額に近似しており、

当該帳簿価額によっております。

（８）支払手形及び買掛金

　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。

（９）長期借入金（１年内返済予定を含む）

　時価は、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。また、連結子会社においても、同様の方法によって

おります。

（10）デリバティブ取引

　時価について、取引先金融機関から提示された価格によっております。

（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

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 325,872

上記については、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、

上表に記載しておりません。

７．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 531円51銭

（２）１株当たり当期純利益

（３）潜在株式調整後１株当たり当期純利益

15円38銭

15円29銭

８．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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個別注記表
１．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

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のないもの………移動平均法による原価法を採用しております。

②たな卸資産

商品…………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基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用しております。

貯蔵品……… 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基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しております。

③デリバティブ

時価法を採用しております。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得したもの

旧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）については、

旧定額法によっております。

平成19年４月１日以降に取得したもの

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。

平成28年４月１日以降に取得したもの

　定率法を採用しております。

　ただし、建物（建物附属設備を含む）及び構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　15～20年

構築物　　　　　　10年

車両運搬具　　２～６年

工具器具備品　３～10年

②無形固定資産

　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（５年）に基づく定額

法を採用しております。
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（３）外貨建の資産又は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。

（４）引当金の計上基準

①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。

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に基づき計上して

おります。なお、退職給付債務の計算については簡便法によっております。

③関係会社事業損失引当金

　関係会社の事業見直しに伴う損失に備えるため、当社が負担することとなる損失見込額

を計上しております。

（５）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

　株式交付費及び新株予約権発行費

　発生時に全額費用処理しております。

②消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記

　該当事項はありません。

３．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おります。
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４．貸借対照表に関する注記

（１）関係会社に対する短期金銭債権

（２）関係会社に対する長期金銭債権

30,527千円

3,324,688千円

（３）関係会社に対する短期金銭債務

（４）有形固定資産の減価償却累計額

487千円

53,578千円

（５）財務制限条項

①当事業年度の借入金のうち、454,300千円（１年内返済予定を含む）には、借入先との相対に

よる金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。

（イ）平成28年12月決算以降の決算期を初回の決算期とする２期について、各年度の連結損益

計算書で示される経常損益が２期連続して損失にならないこと。

（ロ）平成28年12月決算以降の決算期を初回の決算期とする２期について、各年度の損益計算

書で示される経常損益が２期連続して損失にならないこと。

（ハ）各年度の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額を直前の決算期末日におけ

る連結貸借対照表上の純資産の部の金額の75％以上に維持すること。

②当事業年度の借入金のうち、324,860千円（１年内返済予定を含む）には、借入先との相対に

よる金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。

（イ）各年度の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を０円以上に維持すること。

③当事業年度の借入金のうち、195,000千円（１年内返済予定を含む）には、借入先との相対に

よる金銭消費貸借契約を締結しており、財務制限条項が付されております。

（イ）各年度の損益計算書で示される経常損益が２期連続して損失にならないこと。

（ロ）各年度の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を平成27年12月期末の75％以上、

且つ前事業年度末の75％以上に維持すること。

５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 73,620千円

仕入高 22,574千円

その他の営業取引 626千円

営業取引以外の取引高 49,921千円

６．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に関する事項

該当事項はありません。
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７．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 （単位：千円）

未払事業税 4,274

繰越欠損金 622,265

貸倒引当金及び貸倒損失 1,366,283

退職給付引当金 747

関係会社事業損失引当金 13,827

商品評価損 21,507

関係会社株式評価損 291,886

土地減損損失 14,189

その他 3,351

繰延税金資産小計 2,338,333

評価性引当額 △2,338,333

繰延税金資産合計 －

８．関連当事者との取引に関する注記

関連会社等

種類 会社等の名称

議決権等

の所有

(被所有)

(％)

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
A.I.HOLDINGS(HONG KONG)

LIMITED
直接 58.1

資金の貸付

役員の兼任2名

貸付金の

回収
－

長期滞留債権

(注４)
3,310,031

（注）１．上記の取引金額には消費税等が含まれておらず期末残高には消費税等が含まれており

ます。また、取引金額には為替差損益は含まれておらず、期末残高には為替差損益が含

まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方法

市場価格を参考に決定しています。

３．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

４．A.I.HOLDINGS(HONG KONG)LIMITEDへの貸倒懸念債権等に対し、3,310,031千円の貸倒引

当金を計上しております。
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９．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たり純資産額 346円38銭

（２）１株当たり当期純利益

（３）潜在株式調整後１株当たり当期純利益

７円95銭

７円90銭

10．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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