
2020年６月３日

株主各位

第１５０期（2019年４月１日から2020年３月31日まで)

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事項

・連結計算書類の「連結注記表」・・・・・１頁

・計算書類の「個別注記表」・・・・・・・７頁

上記の事項につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当社ホー

ムページ（https://sei.co.jp/ir/）に掲載することにより、株主の皆様にご

提供しております。

010_0315810092006.indd   1 2020/05/21   11:30:58



2020/05/18 13:30:29 / 20629539_住友電気工業株式会社_総会その他

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

1-1.連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数　　　　　　　　　３８３社

主要な連結子会社の名称

住友電装株式会社、住友電工デバイス・イノベーション株式会社、住友理工株式会社、住友

電工ハードメタル株式会社、スミトモ　エレクトリック　ワイヤリング　システムズ　イン

ク

当連結会計年度より、持分法適用関連会社であった株式会社テクノアソシエの連結子会社化

のほか、株式取得、新規設立又は相対的重要性の増大により、３０社を連結の範囲に含めてお

ります。

また、合併により、４社を連結の範囲から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

エス　イー　アイ　エイチアール　サービシズ　インク

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、当期純損益及び利益剰余

金等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりません。

1-2.持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社の数　　１社

持分法を適用した関連会社の数　　　３２社

主要な会社等の名称

住友ゴム工業株式会社

株式会社テクノアソシエを連結子会社化により持分法適用の範囲から除外している一方、同

社の関連会社２社を持分法適用の範囲に含めております。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称等

主要な会社等の名称

近畿電機株式会社

持分法を適用していない理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益及び利益剰余金等からみ

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

重要性が乏しく、連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりません。
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1-3.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

満期保有目的の債券……償却原価法

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）

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たな卸資産の評価基準及び評価方法

主として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基づく簿価切下

げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

②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並びにIFRS第16号「リース」を適

用している連結子会社における使用権資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により算定した額

を、貸倒懸念債権については、担保処分等による回収見込額を控除した残額のうち債務者の

財政状況等を考慮して算定した額を、破産更生債権等については、担保処分等による回収見

込額を控除した残額をそれぞれ貸倒見積額として計上しております。

(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退職給付に係る負債の計上基準

イ  退職給付見込額の期間帰属方法

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おります。

ロ  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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（主として

５年）による定額法により、また、一部の連結子会社は発生時に一括して費用処理してお

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（主として14年）による定額法により按分した額を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。なお、一部の連結子会社は発生時に一括し

て費用処理しております。
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②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、税抜方式によっております。

③連結納税制度の適用

当社及び一部の連結子会社は、連結納税制度を適用しております。

④連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第

８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせ

て単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度へ

の移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号  2020年３月31日）第

３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28

号  2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、

改正前の税法の規定に基づいております。

２．会計方針の変更に関する注記

（IFRS第16号「リース」の適用）

米国を除く在外連結子会社では、当連結会計年度の期首からIFRS第16号「リース」を適用してお

ります。

IFRS第16号「リース」の適用にあたっては、経過措置として認められている当該会計基準の適用

による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。

この結果、当連結会計年度の期首において有形固定資産のその他が33,836百万円、流動負債のそ

の他が7,793百万円、固定負債のその他が23,774百万円それぞれ増加しております。なお、当連結会

計年度の連結損益計算書への影響は軽微であります。

３．連結貸借対照表に関する注記

3-1.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

有形固定資産 2,059百万円

(2) 担保に係る債務

短期借入金 431百万円

長期借入金 198百万円

計 629百万円

3-2.有形固定資産の減価償却累計額 1,746,322百万円

3-3.保証債務

銀行借入金等に対する債務保証及び保証予約等

富通住電光繊（嘉興）有限公司 2,278百万円

エスイーアイ　オプティフロンティア

ベトナム　リミテッド 1,088百万円

大興住理工橡塑材料（塩城）有限公司 789百万円

重慶新民康科技有限公司 482百万円

従業員（財形銀行融資等） 193百万円

その他 365百万円

計 5,196百万円

連結注記表
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3-4.受取手形割引高 30百万円

受取手形裏書譲渡高 403百万円

3-5.たな卸資産の内訳

商品及び製品 184,580百万円

仕掛品 173,421百万円

原材料及び貯蔵品 195,585百万円

3-6.その他

自動車関連事業分野の競争法違反行為について、一部の自動車メーカーと損害賠償に関する交

渉を行っております。

４．連結損益計算書に関する注記

(1) 特別利益の退職給付信託返還益は、当社で退職給付信託の一部返還に伴い当該返還額に対応する

未認識数理計算上の差異を一括処理したものです。

(2) 特別損失の事業構造改善費用は、光デバイス事業、FPC事業、焼結部品事業等の生産体制の効率化

や収益力の強化を目的とした事業拠点の再編並びに事業規模に応じた人員数の適正化等に伴うもの

であり、主な内容は減損損失1,131百万円及び特別退職金1,072百万円であります。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

5-1.当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 793,940,571株

5-2.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

（百万円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の

原資

2019年６月21日

定時株主総会

普通

株式
18,722 24.00

2019年

３月31日

2019年

６月24日

利益

剰余金

2019年11月１日

取締役会

普通

株式
18,722 24.00

2019年

９月30日

2019年

12月２日

利益

剰余金

(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

決議予定 株式の

種類

配当金の

総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の

原資

2020年６月25日

定時株主総会

普通

株式
12,481 16.00

2020年

３月31日

2020年

６月26日

利益

剰余金

連結注記表
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６．金融商品に関する注記

6-1.金融商品の状況に関する事項

当社グループは、事業運営に必要な設備資金や運転資金等をキャッシュ・フロー計画に基づき

調達（主に銀行借入や社債発行）しております。

営業債権である受取手形及び売掛金の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスクの低減を

図っております。また、外貨建営業債権の為替変動リスクは、外貨建営業債務をネットしたポジ

ションについて先物為替予約取引等を利用してヘッジしております。有価証券及び投資有価証券

は、取引先との長期的・安定的な関係の構築・強化や、事業・技術提携の円滑化を主たる目的と

して保有する株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

借入金及び社債は、主に設備投資や運転資金等に必要な資金の調達を目的としたものでありま

す。

6-2.金融商品の時価等に関する事項

2020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：百万円）

連結貸借対照表
計上額(*)

時価(*) 差額

(1) 現金及び預金 250,600 250,600 －

(2) 受取手形及び売掛金 670,337 670,337 －

(3) 有価証券 384 384 －

(4) 投資有価証券 281,700 261,882 △19,818

(5) 支払手形及び買掛金 （361,155） （361,155） －

(6) 短期借入金 （307,620） （307,620） －

(7) 社債 （104,851） （105,012） 161

(8) 長期借入金 （173,554） （176,308） 2,754

(*) 負債に計上されているものについて、（　）で表示しております。

（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、並びに (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。

(3) 有価証券

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。

(4) 投資有価証券

これらの時価は、市場価格のあるものは、市場価格によっており、市場価格の

ないものは、対象金融資産から発生する将来キャッシュ・フローを割り引くこと

等により算定しております。

(5) 支払手形及び買掛金

支払手形及び買掛金は短期間で決済されるため、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。

(6) 短期借入金

一年以内に弁済期限が到来する借入金の時価は、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。

(7) 社債

社債の時価は、市場価格に基づいております。

連結注記表
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(8) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合

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。

2. 非上場株式等（連結貸借対照表計上額100,263百万円）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などができず、時価を把握することが極めて困難と認

められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

７．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,947円16銭

１株当たり当期純利益 93円24銭

連結注記表

─ 6 ─



2020/05/18 13:30:29 / 20629539_住友電気工業株式会社_総会その他

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……………………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）

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 たな卸資産の評価基準及び評価方法
　主として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基づく簿価切下
げの方法により算定）

（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。

（３）引当金の計上基準
貸倒引当金
　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により算定した額
を、貸倒懸念債権については、担保処分等による回収見込額を控除した残額のうち債務者の
財政状況等を考慮して算定した額を、破産更生債権等については、担保処分等による回収見
込額を控除した残額をそれぞれ貸倒見積額として計上しております。

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
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
　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おります。

②数理計算上の差異の費用処理方法
　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（14年）による定額法により按分した額を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。

投資損失引当金
　子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額
を計上しております。

債務保証損失引当金
　子会社等の借入等に対して差入れを行っている保証債務等の履行によって生ずる損失に備
えるため、当該会社等の財政状態等を勘案して個別に算定した損失見込額を計上しておりま
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の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類にお
ける会計処理の方法と異なっております。

個別注記表
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② 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、税抜方式によっております。

③ 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

④ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設された
グループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の
適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税
効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44
項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基
づいております。

２．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 239,721百万円

（２）保証債務
保証 23,781百万円
保証予約 10,698百万円
経営指導念書 246,852百万円
　　 計 281,331百万円

（３）関係会社に対する金銭債権・債務
短期金銭債権 368,621百万円
短期金銭債務 240,278百万円
長期金銭債権 23,903百万円

（４）たな卸資産の内訳
製品 4,276百万円
仕掛品 21,737百万円
原材料及び貯蔵品 4,931百万円

（５）その他
　自動車関連事業分野の競争法違反行為について、一部の自動車メーカーと損害賠償に関する
交渉を行っております。

３．損益計算書に関する注記
（１）関係会社との取引

営業取引による取引高
売上高 543,996百万円
仕入高 703,690百万円

営業取引以外の取引高 134,200百万円

（２）特別損失の投資有価証券評価損には、関係会社株式評価損13,212百万円が含まれております。

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 13,859,702株

個別注記表
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５．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内訳
（繰延税金資産）

投資有価証券 20,853百万円
固定資産 4,428百万円
たな卸資産 2,473百万円
未払賞与 2,290百万円
繰越欠損金 2,121百万円
債務保証損失引当金 1,130百万円
投資損失引当金 881百万円
外国税額控除 846百万円
その他 3,888百万円

繰延税金資産小計 38,910百万円
評価性引当額 △24,863百万円

繰延税金資産合計 14,047百万円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △14,186百万円
退職給付引当金 △5,656百万円
その他 △92百万円

繰延税金負債合計 △19,934百万円
繰延税金負債の純額 △5,887百万円

６．関連当事者との取引に関する注記
従業員のための企業年金等

種類 会社等の名称
議決権等の
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）

企業
年金

退職給付信託 －
退職給付会計
上の年金資産

資産の一部返還 15,000 － －

７．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 989円69銭

１株当たり当期純利益 54円41銭

個別注記表
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