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することにより、株主の皆さまに提供しております。



第１０２期 （単位：百万円）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金

当期首残高 7,680 6,831 7 6,839 1,639 100 1,250 39 60,300 6,454 69,784

当期変動額

剰余金の配当 △2,710 △2,710

固定資産圧縮積立金の取崩 △14 14 - 
固定資産圧縮積立金の積立 19 △19 - 
特別償却準備金の取崩 △15 15 - 
別途積立金の積立 3,800 △3,800 - 
当期純利益 7,904 7,904

自己株式の取得

自己株式の処分 0 0

- - 0 0 - - 5 △15 3,800 1,404 5,193

当期末残高 7,680 6,831 7 6,839 1,639 100 1,255 24 64,100 7,858 74,978

株主資本 評価・換算差額等

当期首残高 △1,538 82,766 5,322 5,322 88,088

当期変動額

剰余金の配当 △2,710 △2,710

固定資産圧縮積立金の取崩 - - 
固定資産圧縮積立金の積立 - - 
特別償却準備金の取崩 - - 
別途積立金の積立 - - 
当期純利益 7,904 7,904

自己株式の取得 △3 △3 △3

自己株式の処分 0 0 0

△185 △185 △185

△3 5,190 △185 △185 5,005

当期末残高 △1,542 87,956 5,137 5,137 93,094

当期変動額合計

そ　の　他
有 価 証 券
評価差額金

資　本
剰余金
合　計

利　益
準備金 海 外 市 場

開拓積立金
固 定 資 産
圧縮積立金

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

純資産合計自　己
株　式

評価・換算
差　額　等
合 計

当期変動額合計

株　主
資　本
合　計

株　主　資　本　等　変　動　計　算　書

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

別　途
積立金

繰越利益
剰 余 金

その他
資　本
剰余金

資本金 資　本
準備金

利　益
剰余金
合　計

特別償却
準 備 金
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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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 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 期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 

時価のないもの 移動平均法による原価法 

(２) たな卸資産の評価基準及び評価方法
未成工事支出金 個別法による原価法 
材料貯蔵品 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基づく
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
有形固定資産 

リース資産以外の有形固定資産 定率法 
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）、2016 年 4 月
1 日以降に取得した建物附属設備及び構
築物、機械装置のうち太陽光発電事業用
設備については定額法 

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）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法

無形固定資産 定額法

(４) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金は、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いる。

② 工事損失引当金は、将来の工事損失の発生に備えるため、工事損失が確実視される場合に当事業年度
末において合理的に見積もることができる工事損失見込額を計上する方法によっている。

③ 退職給付引当金は、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計上している。
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末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る。 
過去勤務費用は、その発生時の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いる。 
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（15

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生した事業年度から費用処理している。 

(５) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
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る。 

(６) 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いる。

② 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
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２． 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
下記の資産は当社が出資しているＰＦＩ事業会社（５社）の金融機関からの借入債務に係る担保に

供している。
投資有価証券 19 百万円 

関係会社株式 36 百万円 

長期貸付金 22 百万円 

計 78 百万円 
② 担保に係る債務

担保に係る債務はない。

(２) 有形固定資産の減価償却累計額
51,759 百万円 

(３) 関係会社に対する債権債務
短期金銭債権 11,669 百万円 

長期金銭債権 433 百万円 

短期金銭債務 2,056 百万円 

長期金銭債務 200 百万円 

(４) 工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで

表示している。 
工事損失引当金に対応する 
未成工事支出金 1 百万円 

３． 損益計算書に関する注記 
(１) 工事進行基準による完成工事高

76,221 百万円 

(２) 関係会社との取引高
売上高 74,743 百万円 

売上原価 12,780 百万円 

販売費及び一般管理費 1,130 百万円 

営業取引以外の取引高 196 百万円 

(３) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額
171 百万円 

(４) 研究開発費の総額
402 百万円 

４． 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 639,348 株 
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５． 税効果会計に関する注記 
(１) 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

貸倒引当金 218 百万円 

未払賞与金 1,659 百万円 

未払事業税 158 百万円 

未払退職年金掛金 68 百万円 

退職給付引当金 6,022 百万円 

投資有価証券評価損 259 百万円 

減損損失 335 百万円 

その他 1,057 百万円 

繰延税金資産小計 9,779 百万円 

評価性引当額 △717 百万円

繰延税金資産合計 9,062 百万円 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △2,224 百万円

固定資産圧縮積立金 △545 百万円

その他 △833 百万円

繰延税金負債合計 △3,603 百万円

繰延税金資産の純額 5,458 百万円 

(２) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 30.30％ 

（調整） 

永久に損金に算入されない項目 0.96％ 

永久に益金に算入されない項目 △0.26％

住民税均等割   1.81％

評価性引当額の増減 0.04％

その他 0.09％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.94％ 
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６． 関連当事者との取引に関する注記 

（１） 親会社及び法人主要株主等 

種類 
会社等 

の名称 

議決権の所有 

(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） 
役員の 

兼務等 

事業上 

の関係 

親会社 
中部電力 

株式会社 

被所有 

直接 51.9％ 

兼任 1名 

転籍 5名 
工事請負 電気工事の受注 72,277 

完成工事未収入金 

未成工事受入金 

11,325 

63   

(注)１．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いる。 
２．取引条件及び取引条件の決定方針等 
市場価格等を勘案し、価格交渉のうえ取引金額を決定している。 

なお、親会社である中部電力株式会社は、2020 年 4 月 1 日付で、中部電力パワーグリッド株式会社
及び中部電力ミライズ株式会社（以下「分割子会社」という。）を承継会社とする吸収分割により、一
般送配電事業等及び小売電気事業等をそれぞれ承継させた。2020 年度より、分割子会社との取引につ
いても、親会社（引き続き中部電力株式会社）との取引と同様とする。 
 

（２） 兄弟会社等 

種類 
会社等 

の名称 

議決権の所有 

(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） 

親会社の 

子会社 

株式会社 

中電オート

リース 

なし 
事業用車両

のリース 

リースによる車両の取得 

リース債務の返済 

リース債務利息の支払い 

1,118 

944 

 172 

リース債務(流動) 

リース債務(固定) 

923  

4,471 

(注)１．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いる。 
２．取引条件及び取引条件の決定方針等 
当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっている。 

 
７． １株当たり情報に関する注記 
(１) １株当たり純資産額 

4,980 円 78 銭 
 

(２) １株当たり当期純利益 
422 円 89 銭 

 
８．その他の注記 
(１) 退職給付に関する注記 

当社は、2019 年 4 月 1 日より、確定給付企業年金制度の一部について、確定拠出年金制度へ移行し、
「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第 1 号 2016 年 12 月 16 日）を
適用している。 
 

(２) 関係会社整理損は、TOENEC (THAILAND) CO.,LTD.の清算決議に伴い発生したものである。 
 

(３) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示している。 
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（単位：百万円）
株主資本

非支配株主 純資産

資本金 資本 利益 自己株式 株主資本 その他有 為替換算 退職給付に その他の 持分 合計

剰余金 剰余金 合計 価証券評 調整勘定 係る調整 包括利益

価差額金 累計額 累計額合計

当期首残高 7,680 6,839 86,455 △1,538 99,437 5,364 16 △2,698 2,682 12 102,132

当期変動額

剰余金の配当 △2,710 △2,710 △1 △2,711

親会社株主に帰属する
当期純利益 9,314 9,314 9,314

自己株式の取得 △3 △3 △3

自己株式の処分 0 0 0 0

△200 39 1,051 889 7 897

当期変動額合計  ― 0 6,604 △3 6,600 △200 39 1,051 889 6 7,496

当期末残高 7,680 6,839 93,059 △1,542 106,037 5,164 56 △1,647 3,572 18 109,628

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

その他の包括利益累計額
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連 結 注 記 表 

１． 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 ６社
すべての子会社を連結の範囲に含めている。
連結子会社の名称 株式会社トーエネックサービス

旭シンクロテック株式会社
統一能科建筑安装（上海）有限公司
TOENEC (THAILAND) CO.,LTD.
TOENEC PHILIPPINES INCORPORATED
PT. ASAHI SYNCHROTECH INDONESIA

当連結会計年度にて、㈱トーエネックサービスを存続会社とする吸収合併により、㈱フィルテックが
消滅している。

また、TOENEC (THAILAND) CO.,LTD.は、Tri-En TOENEC Co.,Ltd.へ事業移管後、清算手続きを行う予
定である。

(２) 持分法の適用に関する事項
持分法適用関連会社の数 ３社
すべての関連会社を持分法適用の範囲に含めている。
持分法適用関連会社の名称 株式会社中部プラントサービス

ＰＦＩ豊川宝飯斎場株式会社
Tri-En TOENEC Co.,Ltd.

当連結会計年度にて、Tri-En TOENEC Co.,Ltd.を持分法適用の範囲に含めている。なお、同社のみな
し取得日を 12月 31日としていること及び同社の決算日と連結決算日とに 3ヶ月の差異があることから、
持分法による投資損益は発生していない。

(３) 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち統一能科建筑安装 (上海 )有限公司、 TOENEC(THAILAND)CO.,LTD.、 TOENEC 

PHILIPPINES INCORPORATED、PT. ASAHI SYNCHROTECH INDONESIA の決算日は 12 月 31 日であり、連結計
算書類の作成にあたっては、同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る。 

また、その他の連結子会社については決算日に相違はない。 

(４) 会計方針に関する事項
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 期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 

時価のないもの 移動平均法による原価法 
② たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 個別法による原価法 
材料貯蔵品 主として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基づく
簿価切下げの方法により算定 
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③ 重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産 

リース資産以外の有形固定資産 主として定率法 
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）、2016 年 4 月
1 日以降に取得した建物附属設備及び構
築物、機械装置のうち太陽光発電事業用
設備については定額法 

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）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零
とする定額法

無形固定資産 定額法
④ 重要な引当金の計上基準
ｲ. 貸倒引当金は、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いる。 
ﾛ. 工事損失引当金は、将来の工事損失の発生に備えるため、工事損失が確実視される場合に当連結

会計年度末において合理的に見積もることができる工事損失見込額を計上する方法によっている。 
⑤ 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
ｲ． 退職給付に係る会計処理の方法

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末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る。 
過去勤務費用は、その発生時の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いる。 
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（15 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生した連結会計年度から費用処理し
ている。 
なお、一部の連結子会社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いる。 
ﾛ． 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

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主に原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用
している。 

ﾊ. のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、発生原因に応じ 20 年以内で均等償却している。

ﾆ. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

２． 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
下記の資産は当社が出資しているＰＦＩ事業会社（５社）の金融機関からの借入債務に係る担保に

供している。
投資その他の資産 
投資有価証券 55 百万円 
その他（長期貸付金） 22 百万円 

計 78 百万円 
② 担保に係る債務

担保に係る債務はない。

(２) 有形固定資産の減価償却累計額
56,565 百万円 

(３) 工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表

示している。
工事損失引当金に対応する 
未成工事支出金 1 百万円 
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３． 連結損益計算書に関する注記 
(１) 工事進行基準による完成工事高 

95,089 百万円 
 

(２) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額 
171 百万円 

 
(３) 研究開発費の総額 

402 百万円 
 

４． 連結株主資本等変動計算書に関する注記 
(１) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数 

普通株式 19,329,990 株 
  

(２) 剰余金の配当に関する事項 
① 2019 年 6 月 26 日開催第 101 回定時株主総会決議による配当に関する事項 

配当金の総額 1,401 百万円 
１株当たり配当額 75 円 
基準日 2019 年 3 月 31 日 
効力発生日 2019 年 6 月 27 日 

② 2019 年 10 月 31 日開催取締役会決議による配当に関する事項 
配当金の総額 1,308 百万円 
１株当たり配当額 70 円 
基準日 2019 年 9 月 30 日 
効力発生日 2019 年 11 月 29 日 

③ 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 
配当金の総額 1,495 百万円 
１株当たり配当額 80 円 
基準日 2020 年 3 月 31 日 
効力発生日 2020 年 6 月 26 日 
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５． 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、安全性の高い金融資産で資金運用し、銀行等金融機関からの借入れ・社債発行で資
金調達するほか、中部電力グループ内のキャッシュ・マネジメント・サービスを利用して資金運用及び
資金調達することとしている。 
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等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、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、工事部門及び管理部門が連
携し、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っている。 
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、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、また、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る。 
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが 1 年以内の支払期日である。 
社債及び借入金は、運転資金及び太陽光発電事業投資等を目的とする資金調達である。 
リース債務は、主に太陽光発電事業用設備及び事業用車両の所有権移転外ファイナンス・リース取引

に係るものである。 

(２) 金融商品の時価等に関する事項
2020 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、次のとおりであ

る。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、次表には含まれていない（(注 2)参照）。 

（単位：百万円） 
連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1)現金預金 37,397 37,397 ― 
(2)受取手形・完成工事未収入金等 66,624 66,624 ― 
(3)投資有価証券 10,105 10,105 ― 

資産計 114,128 114,128 ― 

(1)支払手形・工事未払金等 44,566 44,566 ― 
(2)短期借入金 10,700 10,700 ― 
(3)社債 14,000 14,215 215 
(4)長期借入金（※１） 22,559 23,069 510 
(5)リース債務 49,469 48,378 △1,090

負債計 141,295 140,930 △364
（※１）短期借入金に含まれる 1 年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めている。 

（注1） 金融商品の時価の算定方法 
資 産 
(1)現金預金

預金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いる。 
(2)受取手形・完成工事未収入金等

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加
味した利率により割り引いて算定する方法によっている。なお、短期間で決済されるものについては、
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いる。 
(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、債券は取引所の価格又は取引金融機関か
ら提示された価格によっている。 

負 債 
(1)支払手形・工事未払金等及び(2)短期借入金

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い
る。 
(3)社債及び(4)長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を同様の社債発行又は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いる。 
(5)リース債務

この時価は、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される条件により算定する方法によってい
る。 

（注2） 非上場株式等（連結貸借対照表計上額 11,623 百万円）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」には含めていない。 
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６． １株当たり情報に関する注記 
(１) １株当たり純資産額

5,864 円 44 銭 

(２) １株当たり当期純利益
498 円 34 銭 

７． その他の注記 
(１) 退職給付に関する注記

当社及び一部の連結子会社は、2019 年 4 月 1 日より、確定給付企業年金制度の一部について、確定拠
出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第 1 号 2016
年 12 月 16 日）を適用している。

(２) 関係会社整理損は、TOENEC (THAILAND) CO.,LTD.の清算決議に伴い発生したものである。

(３) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示している。

11


	(0)インターネット開示表紙
	(1)個別株主資本等変動計算書
	百万円単位

	(2)個別注記表
	(3)連結株主資本等変動計算書
	株主資本（百万）

	(4)連結注記表



