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法令および定款に基づくインターネット開示事項

第95期（2019年１月１日～2019年12月31日）

① 連結計算書類の連結注記表

② 計算書類の個別注記表

　法令および定款第 1 5 条 の規定に基づき、当社ホームページ
（https://www.star-m.jp/）に掲載することにより、株主の皆様に提供して
いるものであります。

表紙
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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〕

1.　連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数　　　　　　18社

主要な連結子会社名
スターマイクロニクス アメリカ・INC
スターマイクロニクス ヨーロッパ・LTD
スター CNC マシンツール Corp.
スターマイクロニクス・AG
スターマイクロニクス GB・LTD
スターマイクロニクス・GmbH
上海星昂機械有限公司
斯大精密（大連）有限公司
スターマイクロニクス マニュファクチュアリング（タイランド）Co.,LTD

（2）主要な非連結子会社の名称等
該当はありません。

2.　持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用の関連会社数　　１社

主要な会社名　　　　　　　スターアジアテクノロジー・LTD
（2）持分法を適用していない関連会社(菊川工業団地協同組合  他)は、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）持分法適用会社は、決算日が連結決算日と異なるため、当該関連会社の９月30日現在の計算書類を基礎
として使用しております。

3.　連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての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。

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

有価証券
その他有価証券

時価のあるもの…………連結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)
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時価のないもの…………移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取
引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの)については、組合契
約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、
持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

デリバティブ…………………時価法
たな卸資産……………………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)
ただし、在外連結子会社については、主に先入先出法等による低価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産…………………主として定率法
(リース資産を除く) ただし、在外連結子会社については主に定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物　　　 15～50年
機械装置及び運搬具　  ４～10年
工具、器具及び備品　  ２～15年

無形固定資産…………………定額法
(リース資産を除く) なお、当社の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
リース資産……………………定額法

なお、耐用年数については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
して算定する方法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
貸倒引当金……………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は、一般

債権については主として貸倒実績率により、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。また、在外連結子会社は、主として個別検討による必要額を計上して
おります。

賞与引当金……………………従業員等に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準(将来
の支給見込額のうちの当連結会計年度負担分を算出する方法)により計上
しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
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。
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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
(11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。

③ 未認識数理計算上の差異の会計処理方法
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、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。

（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、在外連結子会社の資産及び負債は、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おります。

（6）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
連結会計年度の費用として処理しております。

（会計方針の変更）
（IFRS第16号「リース」の適用）

在外連結子会社において、当連結会計年度よりIFRS第16号「リース」を適用しております。
当該会計基準の適用が連結計算書類に及ぼす影響は軽微であります。
なお、当該会計基準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。

（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日)を当連結会計年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が462,058千
円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が459,640千円増加しております。また、「流動
負債」の「その他」が117,283千円減少し、「固定負債」の「その他」が114,865千円増加しておりま
す。
なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債を相殺して表示しており、変更前と比べて総資産が
2,417千円減少しております。

〔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 25,823,725千円
2.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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〔連結損益計算書に関する注記〕
1.　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 1,679,992千円
2.　減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
場所 用途 種類 減損損失（千円）

静岡県静岡市 特機事業
工場 建物及び土地他 256,421

当社グループでは、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の単位である事業グループ別にグルー
ピングを行っております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産などは、個別の資産グループ
として扱っております。
上記資産については、売却の意思決定を行ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却予定価額により評価しております。

3.　事業構造改革費用
当社グループは当社及び連結子会社における事業構造改革の実施に伴う事業構造改革費用を計上しまし
た。その内訳は、特別退職金他340,384千円、減損損失348,933千円であります。
なお、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失（千円）

静岡県静岡市 精密部品事業
生産設備等 機械装置及び運搬具他 186,208

静岡県静岡市 精密部品事業
工場 建物及び構築物他 53,775

中国　上海市 精密部品事業
生産設備等 機械装置及び運搬具他 108,950

計 348,933

当社グループでは、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の単位である事業グループ別にグルー
ピングを行っております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産などは、個別の資産グループ
として扱っております。
静岡県静岡市の資産については、当社の精密部品事業部廃止の意思決定を行ったため、また中国上海市の
資産については、連結子会社である上海星栄精機有限公司の解散の意思決定を行ったことに伴い、帳簿価
額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を事業構造改革費用として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額または売却予定価額により評
価しております。また、売却が困難な資産については零として評価しております。

4.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 連 結 会 計 年 度
期 首 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
株　 式　 数(株)

発 行 済 株 式

普通株式（注）1 45,772,234 － 680,900 45,091,334

自 己 株 式

普通株式（注）2,3 9,910,156 681,370 749,540 9,841,986
(注）1.　普通株式の発行済株式の減少680,900株は、自己株式の消却によるものであります。

2.　普通株式の自己株式の株式数の増加681,370株は、取締役会決議に基づく取得によるもの680,900株、単元未満株式の買取
によるもの470株であります。

3.　普通株式の自己株式の株式数の減少749,540株は、消却によるもの680,900株、ストック・オプション行使によるもの
68,600株、単元未満株式の売却によるもの40株であります。

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

2019年 3 月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 968,276 27.00 2018年12月31日 2019年 3 月29日

2019年 8 月 9日
取 締 役 会 普通株式 1,005,791 28.00 2019年 6 月30日 2019年 9 月 6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
2020年２月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

決 議 株式の
種　類

配当金の
総　　額
(千円)

配当の原資 1株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2020年 2 月27日
取 締 役 会 普通株式 986,981 利益剰余金 28.00 2019年12月31日 2020年 3 月12日

3.　当連結会計年度末の新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的となる株式
の種類及び数

2021年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 普通株式 4,746,366株
ストック・オプションとしての新株予約権 普通株式 661,800株

4.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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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、資金運用については、一時的な余資は安全性の高い金融商品で運用し、また、資金調
達については一部を金融機関からの借入や新株予約権付社債の発行により調達しております。デリバ
ティブは、主に為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して
は、与信管理規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状
況を定期的に把握しております。
有価証券及び投資有価証券は、主に一時的な余資の運用を目的とした債券と業務上の関係を有する企業
の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握し経営会議に報告し
ております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが１年以内の支払期日でありま
す。
借入金及び新株予約権付社債は、主に営業取引、事業投資及び自己株式の取得に係る資金調達であり、
借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、短期の借入金であります。
デリバティブ取引については、取引権限を定めた社内規程などに従い、主に外貨建債権債務の為替変動
リスクを回避するために経理部が先物為替予約等を行っており、その取引結果はすべて経理担当役員に
報告されております。なお、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、信用度
の高い金融機関とのみ取引を行っております。
また、営業債務、借入金及び新株予約権付社債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループ
では、各社が定期的に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。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、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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2.　金融商品の時価等に関する事項
2019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。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、次表には含めておりません
(（注）2.参照)。

連 結 貸 借 対 照 表
計  上  額 (千円) 時　  価 (千円) 差　  額 (千円)

（1）現金及び預金 20,158,296 20,158,296 －

（2）受取手形及び売掛金 14,390,556 14,390,556 －

（3）有価証券及び投資有価証券

その他有価証券 2,238,449 2,238,449 －

資産計 36,787,302 36,787,302 －

（1）支払手形及び買掛金 4,290,386 4,290,386 －

（2）電子記録債務 2,961,364 2,961,364 －

（3）短期借入金 2,500,000 2,500,000 －

（4）新株予約権付社債 8,022,666 8,692,000 669,333

負債計 17,774,417 18,443,750 669,333

デリバティブ取引(※) △53,925 △53,925 －
(※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額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、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、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。な
お、一部の海外子会社が保有する割賦販売による一年超の営業債権の帳簿価額は、合理的に算定された利率によ
り割り引いた現在価値となっております。

（3）有価証券及び投資有価証券
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。

負債
（1）支払手形及び買掛金、（2）電子記録債務、並びに（3）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おります。
（4）新株予約権付社債

新株予約権付社債の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。
デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価の算定方法は、先物為替相場によっております。
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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 67,226

関連会社株式 265,308

投資事業有限責任組合等への出資 168,020
これらについては、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ことから、「（3）有価証券及
び投資有価証券」には含めておりません。

3.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

〔１株当たり情報に関する注記〕
1.　１株当たり純資産額 1,413円50銭
2.　１株当たり当期純利益 113円72銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 99円34銭
１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり
ます。

（1）１株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益 4,053,712千円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 4,053,712千円
普通株式の期中平均株式数 35,647,778株

（2）潜在株式調整後１株当たり当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益調整額 △23,649千円
(うち受取利息(税額相当額控除後)) (△16,000千円)
(うち事務手数料(税額相当額控除後)) (△7,649千円)
普通株式増加数 4,919,595株
(うち新株予約権付社債) (4,746,366株)
(うち新株予約権) (173,229株)

（3) 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概
要

第９回通常型新株予約権(株式の数137,000株)
第11回通常型新株予約権(株式の数138,000株)
第12回通常型新株予約権(株式の数169,000株)
第13回通常型新株予約権(株式の数161,000株)

3.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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〔退職給付に関する注記〕
1.　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、規約型確定給付企業年金制度を設けております。国内連結子会社は、
中小企業退職金共済制度を併用した退職一時金制度を、一部の在外連結子会社は、退職一時金制度又は確
定拠出型の年金制度を設けております。
なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用
を計算しております。

2.　確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 9,875,830千円
勤務費用 183,157
利息費用 105,217
数理計算上の差異の発生額 △391,940
退職給付の支払額 △378,828
その他 825

退職給付債務の期末残高 9,394,263
（注）簡便法を適用した制度を含みます。

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 8,124,029千円

期待運用収益 203,100
数理計算上の差異の発生額 305,842
事業主からの拠出額 217,295
退職給付の支払額 △378,828

年金資産の期末残高 8,471,439
（3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給

付に係る資産の調整表
積立型制度の退職給付債務 9,311,830千円
年金資産 △8,471,439

840,391
非積立型制度の退職給付債務 82,432
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 922,823

退職給付に係る負債 922,823
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 922,823

（注）簡便法を適用した制度を含みます。
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 183,157千円
利息費用 105,217
期待運用収益 △203,100
数理計算上の差異の費用処理額 232,266
確定給付制度に係る退職給付費用 317,541

（注）簡便法を適用した制度を含みます。
（5）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
数理計算上の差異 930,049千円

合　計 930,049
（6）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
未認識数理計算上の差異 △159,661千円

合　計 △159,661
（7）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券 24％
株式 23
一般勘定 33
その他 20

合　計 100
②　長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

（8）数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
割引率 1.1％
長期期待運用収益率 2.5％
予想昇給率 4.1％

3.　確定拠出制度
連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、156,487千円であります。

4.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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〔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
未実現利益 530,252千円
減価償却費 351,785
退職給付に係る負債 271,991
賞与引当金 211,207
たな卸資産評価損 192,368
減損損失 157,428
その他 439,827

繰延税金資産　小計 2,154,861
評価性引当額 △359,067

繰延税金資産　合計 1,795,794
繰延税金負債

在外子会社留保利益 △783,181
その他 △187,771

繰延税金負債　合計 △970,952
繰延税金資産(負債)の純額 824,841

(注）当連結会計年度における繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含ま
れております。

固定資産－繰延税金資産 923,331千円
固定負債－その他 △98,490

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 29.9％
（調整）

在外子会社留保利益 4.5
在外子会社適用税率差異 △4.5
試験研究費特別控除 △1.7
評価性引当額増減 1.2
その他 △1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.9
3.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕
1.　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）リース資産の内容

有形固定資産
主として事務機器等であります。

（2）リース資産の減価償却の方法
「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項　4.　会計方針に関する事項（2）重要な減価償
却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2.　オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料期末残高

１年以内 42,357千円
１年超 86,908
合計 129,266

3.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

〔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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〔ストック・オプションに関する注記〕
1.　ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

売上原価 5,792千円
販売費及び一般管理費 119,092千円

2.　権利不行使による失効により利益として計上した金額
新株予約権戻入益 4,302千円

3.　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
（1）ストック・オプションの内容

第７回通常型
新株予約権

第８回通常型
新株予約権

第９回通常型
新株予約権

第10回通常型
新株予約権

付与対象者の区分及び数

取締役 6名 取締役 5名 取締役 5名 取締役 3名
執行役員 2名 執行役員 4名 執行役員 3名 執行役員 6名
従業員 12名 従業員 18名 従業員 16名 従業員 18名
連結子会社
取締役 18名 連結子会社

取締役 9名 連結子会社
取締役 9名 連結子会社

取締役 9名

ストック・オプションの数(注)1 普通株式 192,000株 普通株式 183,000株 普通株式 154,000株 普通株式 168,000株
付与日 2013年 7 月 5 日 2014年 7 月15日 2015年 6 月15日 2016年 6 月13日
権利確定条件 （注）2 （注）2 （注）2 （注）2

対象勤務期間 2013年 7 月 5 日～
2015年 6 月28日

2014年 7 月15日～
2016年 6 月30日

2015年 6 月15日～
2017年 6 月29日

2016年 6 月13日～
2018年 6 月28日

権利行使期間 2015年 6 月29日～
2019年 6 月28日

2016年 7 月 1 日～
2020年 6 月30日

2017年 6 月30日～
2021年 6 月29日

2018年 6 月29日～
2022年 6 月28日

第11回通常型
新株予約権

第12回通常型
新株予約権

第13回通常型
新株予約権

付与対象者の区分及び数

取締役 3名 取締役 1名 執行役員 7名
執行役員 6名 執行役員 6名 従業員 16名
従業員 19名 従業員 18名 連結子会社

取締役 8名
連結子会社
取締役 8名 連結子会社

取締役 8名

ストック・オプションの数(注)1 普通株式 148,000株 普通株式 175,000株 普通株式 161,000株
付与日 2017年 6 月12日 2018年 6 月11日 2019年 4 月15日
権利確定条件 （注）2 （注）2 （注）2

対象勤務期間 2017年 6 月12日～
2019年 6 月30日

2018年 6 月11日～
2020年 6 月30日

2019年 4 月15日～
2021年 5 月31日

権利行使期間 2019年 7 月 1 日～
2023年 6 月30日

2020年 7 月 1 日～
2025年 6 月30日

2021年 6 月 1 日～
2026年 5 月31日
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第１回株式報酬型
新株予約権

第２回株式報酬型
新株予約権

第３回株式報酬型
新株予約権

第４回株式報酬型
新株予約権

付与対象者の区分及び数
取締役 5名 取締役 6名 取締役 3名 取締役 3名

執行役員 3名 執行役員 4名
ストック・オプションの数(注)1 普通株式 23,100株 普通株式 17,100株 普通株式 36,200株 普通株式 24,700株
付与日 2014年 6 月 9 日 2015年 6 月15日 2016年 6 月13日 2017年 6 月12日
権利確定条件 （注）3 （注）3 （注）3 （注）3

対象勤務期間 2014年 6 月 9 日～
2015年 5 月28日

2015年 6 月15日～
2016年 5 月26日

2016年 6 月13日～
2017年 5 月25日

2017年 6 月12日～
2018年 5 月24日

権利行使期間 2014年 6 月 9 日～
2044年 6 月 8 日

2015年 6 月15日～
2045年 6 月14日

2016年 6 月13日～
2046年 6 月12日

2017年 6 月12日～
2047年 6 月11日

第５回株式報酬型
新株予約権

第６回株式報酬型
新株予約権

付与対象者の区分及び数
取締役 3名 取締役 3名
執行役員 4名 執行役員 4名

ストック・オプションの数(注)1 普通株式 24,400株 普通株式 42,700株
付与日 2018年 6 月11日 2019年 4 月15日
権利確定条件 （注）3 （注）3

対象勤務期間 2018年 6 月11日～
2019年 3 月28日

2019年 4 月15日～
2020年 3 月26日

権利行使期間 2018年 6 月11日～
2048年 6 月10日

2019年 4 月15日～
2049年 4 月14日

(注）1.　株式数に換算して記載しております。
2.　(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社の子会社の取

締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、定年もしくは任期満了による退
任もしくは退職または会社都合によりこれらの地位を失った場合はこの限りでない。

(2) 新株予約権の相続はこれを認めない。
(3) 新株予約権の質入れ、その他一切の処分はこれを認めない。
(4) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。

3.　(1) 新株予約権者は、行使期間内において、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を
経過する日(10日目が当社の休業日に当たる場合には翌営業日)までに限り、新株予約権を一括してのみ行使することが
できるものとする。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人のうち１名(以下「権利承継者」という。)に限り、新株予約
権を承継することができるものとする。権利承継者は、上記(1)に拘わらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から６か
月を経過するまでの間かつ行使期間内に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。なお、権
利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権をさらに承継することはできない。

(3) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当てに関する契約に定めるところによる。
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（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい
ては、株式数に換算して記載しております。
①　ストック・オプションの数

第７回通常型
新株予約権

第８回通常型
新株予約権

第９回通常型
新株予約権

第10回通常型
新株予約権

権利確定前　　　　（株）
前連結会計年度末残 － － － －
付与 － － － －
失効 － － － －
権利確定 － － － －
当連結会計年度末残 － － － －

権利確定後　　　　（株）
前連結会計年度末残 52,200 117,400 141,000 140,000
権利確定 － － － －
権利行使 38,200 13,100 － 17,300
失効 14,000 － 4,000 －
当連結会計年度末残 － 104,300 137,000 122,700

第11回通常型
新株予約権

第12回通常型
新株予約権

第13回通常型
新株予約権

権利確定前　　　　（株）
前連結会計年度末残 144,000 175,000 －
付与 － － 161,000
失効 6,000 6,000 －
権利確定 138,000 － －
当連結会計年度末残 － 169,000 161,000

権利確定後　　　　（株）
前連結会計年度末残 － － －
権利確定 138,000 － －
権利行使 － － －
失効 － － －
当連結会計年度末残 138,000 － －

－ 15 －

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項



2020/03/06 8:41:27 / 19591039_スター精密株式会社_招集通知（Ｆ）

第１回株式報酬型
新株予約権

第２回株式報酬型
新株予約権

第３回株式報酬型
新株予約権

第４回株式報酬型
新株予約権

権利確定前　　　　（株）
前連結会計年度末残 － － － －
付与 － － － －
失効 － － － －
権利確定 － － － －
当連結会計年度末残 － － － －

権利確定後　　　　（株）
前連結会計年度末残 18,900 12,900 36,200 24,700
権利確定 － － － －
権利行使 － － － －
失効 － － － －
当連結会計年度末残 18,900 12,900 36,200 24,700

第５回株式報酬型
新株予約権

第６回株式報酬型
新株予約権

権利確定前　　　　（株）
前連結会計年度末残 － －
付与 － 42,700
失効 － －
権利確定 － 42,700
当連結会計年度末残 － －

権利確定後　　　　（株）
前連結会計年度末残 24,400 －
権利確定 － 42,700
権利行使 － －
失効 － －
当連結会計年度末残 24,400 42,700
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②　単価情報
第７回通常型
新株予約権

第８回通常型
新株予約権

第９回通常型
新株予約権

第10回通常型
新株予約権

権利行使価格 （円） 1,119 1,466 2,203 1,289
行使時平均株価 （円） 1,444 1,741 － 1,651
公正な評価単価（付与日） （円） 191 265 407 165

第11回通常型
新株予約権

第12回通常型
新株予約権

第13回通常型
新株予約権

権利行使価格 （円） 1,830 2,017 1,805
行使時平均株価 （円） － － －
公正な評価単価（付与日） （円） 246 308 352

第１回株式報酬型
新株予約権

第２回株式報酬型
新株予約権

第３回株式報酬型
新株予約権

第４回株式報酬型
新株予約権

権利行使価格 （円） 1 1 1 1
行使時平均株価 （円） － － － －
公正な評価単価（付与日） （円） 1,209 1,995 988 1,384

第５回株式報酬型
新株予約権

第６回株式報酬型
新株予約権

権利行使価格 （円） 1 1
行使時平均株価 （円） － －
公正な評価単価（付与日） （円） 1,644 1,608

4.　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与されたストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の
とおりであります。

（1）第13回通常型新株予約権
①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式
②　主な基礎数値及び見積方法

第13回通常型
新株予約権

株価変動性 （注）1 32.599％
予想残存期間 （注）2 4.6年
予想配当 （注）3 54円／株
無リスク利子率 （注）4 △0.180％
(注) 1.　4.6年間(2014年9月から2019年4月まで)の株価実績に基づき算定しております。

2.　十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるもの
と推定して見積っております。

3.　2018年12月期の配当実績によっております。
4.　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
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（2）第６回株式報酬型新株予約権
①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式
②　主な基礎数値及び見積方法

第６回株式報酬型
新株予約権

株価変動性 （注）1 32.842％
予想残存期間 （注）2 3.9年
予想配当 （注）3 54円／株
無リスク利子率 （注）4 △0.177％
(注) 1.　3.9年間(2015年5月から2019年4月まで)の株価実績に基づき算定しております。

2.　十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるもの
と推定して見積っております。

3.　2018年12月期の配当実績によっております。
4.　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

5.　ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用
しております。
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個別注記表
〔重要な会計方針に係る事項〕

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

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

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引
法第２条第２項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に
規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相
当額を純額で取り込む方法によっております。

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

（3）たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品………………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)
原材料………………………移動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)
商品・貯蔵品………………最終仕入原価法による原価法(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………………定率法
(リース資産を除く) 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　　　　  ８～10年
工具、器具及び備品　  ２～15年

無形固定資産………………定額法
(リース資産を除く) なお、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
リース資産…………………定額法

なお、耐用年数については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とし
て算定する方法によっております。

長期前払費用………………定額法
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3.　引当金の計上基準
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。

賞与引当金…………………従業員等に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準(将来の
支給見込額のうちの当事業年度負担分を算出する方法)により計上しており
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(11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。

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
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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事
業年度の費用として処理しております。

（表示方法の変更）
（｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

｢『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年２月16日)を当事業年度の期
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」495,230千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」1,069,966千円に含めて表示しております。
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〔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 8,187,495千円

関係会社に対する長期金銭債権 118,358
関係会社に対する短期金銭債務 711,854

2.　有形固定資産の減価償却累計額 16,727,103千円
3.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

〔損益計算書に関する注記〕
1.　関係会社との取引高

売上高 24,614,373千円
仕入高 16,993,480
有償支給高 8,946,136
営業取引以外の取引 2,327,386

2.　減損損失
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失（千円）

静岡県静岡市 特機事業
工場 建物及び土地他 256,421

当社では、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の単位である事業グループ別にグルーピングを
行っております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産などは、個別の資産グループとして扱
っております。
上記資産については、売却の意思決定を行ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却予定価額により評価しております。

3.　事業構造改革費用
当社は事業構造改革の実施に伴う事業構造改革費用として、以下の資産グループについて減損損失を計上
しました。

場所 用途 種類 減損損失（千円）

静岡県静岡市 精密部品事業
生産設備等 機械及び装置他 186,208

静岡県静岡市 精密部品事業
工場 建物及び土地他 128,738

計 314,947
当社では、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の単位である事業グループ別にグルーピングを
行っております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産などは、個別の資産グループとして扱
っております。
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上記資産については、精密部品事業部廃止の意思決定を行ったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額を事業構造改革費用として特別損失に計上しております。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、不動産鑑定評価額により評価しております。ま
た、売却が困難な資産については零として評価しております。

4.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)

普 通 株 式 9,910,156 681,370 749,540 9,841,986
（注）1.　普通株式の自己株式の株式数の増加681,370株は、取締役会決議に基づく取得によるもの680,900株、単元未満株式の

買取によるもの470株であります。
2.　普通株式の自己株式の株式数の減少749,540株は、消却によるもの680,900株、ストック・オプション行使によるもの

68,600株、単元未満株式の売却によるもの40株であります。

〔１株当たり情報に関する注記〕
1.　１株当たり純資産額 1,017円18銭
2.　１株当たり当期純利益 95円05銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 82円94銭
１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり
ます。

（1）１株当たり当期純利益
当期純利益 3,388,378千円
普通株式に係る当期純利益 3,388,378千円
普通株式の期中平均株式数 35,647,778株

（2）潜在株式調整後１株当たり当期純利益
当期純利益調整額 △23,649千円
(うち受取利息(税額相当額控除後)) (△16,000千円)
(うち事務手数料(税額相当額控除後)) (△7,649千円)
普通株式増加数 4,919,595株
(うち新株予約権付社債) (4,746,366株)
(うち新株予約権) (173,229株)

（3）希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概
要

第9回通常型新株予約権(株式の数137,000株)
第11回通常型新株予約権(株式の数138,000株)
第12回通常型新株予約権(株式の数169,000株)
第13回通常型新株予約権(株式の数161,000株)

3.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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〔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
退職給付引当金 298,615千円
減価償却費 276,210
賞与引当金 192,691
たな卸資産評価損 174,142
関係会社株式評価損 170,555
その他 493,420

繰延税金資産　小計 1,605,636
評価性引当額 △510,520

繰延税金資産　合計 1,095,115
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △14,372
特別償却準備金 △10,703
その他有価証券評価差額金 △8,162
その他 △283

繰延税金負債　合計 △33,521
繰延税金資産(負債)の純額 1,061,594

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 29.9％
（調整）

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △16.4
外国子会社からの配当等に係る外国源泉税 2.4
試験研究費特別控除 △2.3
外国税額控除 △2.3
その他 0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 12.2
3.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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〔リースにより使用する固定資産に関する注記〕
1.　ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引
（1）リース資産の内容

有形固定資産
主として事務機器等であります。

（2）リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針に係る事項　2.　固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2.　オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料期末残高

１年以内 4,100千円
１年超 3,244
合計 7,345

3.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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〔関連当事者との取引に関する注記〕
1.　子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
又は氏名 住所 資本金又

は出資金
事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

（被所有）
割合(％)

関係内容
取引の
内　容

取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等

事業上の
関　　係

子会社 スターマイクロニ
クスアメリカ・INC

米国
ニュージャージー

6,000千
米ドル 特機製品の販売 間接100 兼任

－名
当社製品の
販売

営業取引／
製品の販売 4,259,064 売掛金 802,987

子会社
スターマイクロニ
クスヨーロッパ・
LTD

英国
ハイウィッカム

4,600千
英ポンド 特機製品の販売 直接100 兼任

－名
当社製品の
販売

営業取引／
製品の販売 2,199,721 売掛金 600,383

子会社
スターマーケティ
ングジャパン株式
会社

東京都港区 10,000千
円 特機製品の販売 直接100 兼任

１名
当社製品の
販売

営業取引／
製品の販売 2,435,130 売掛金 1,287,751

子会社 天星精密有限公司 香港 1,000千
香港ドル 特機製品の製造 直接 70 兼任

－名
当社製品の
製造

営業取引／
製品の購入等 3,392,049 買掛金 42,878

子会社 スター CNCマシン
ツールCorp.

米国
ニューヨーク

1
米ドル

工作機械製品の
販売 間接100 兼任

－名
当社製品の
販売

営業取引／
製品の販売 6,254,641 売掛金 1,295,562

子会社 スターマイクロニ
クス・AG

スイス
チューリッヒ

5,000千
スイスフラン

工作機械製品の
販売 直接100 兼任

－名
当社製品の
販売

営業取引／
製品の販売 3,703,863 売掛金 443,202

子会社 斯大精密（大連）
有限公司

中国
大連市

67,885千
米ドル

工作機械製品・精
密部品の製造 直接100 兼任

－名
当社製品の
製造

営業取引／
材料の有償
支給等

6,701,893 未収入金 953,964

営業取引／
製品の購入等 5,365,355 買掛金 311,465

子会社
スターマイクロニ
クスマニュファク
チュアリング（タイ
ランド）Co.,LTD

タイ
ナコンラチャシマ

400,000千
タイバーツ

工作機械製品の
製造 直接100 兼任

－名
当社製品の
製造

営業取引／
材料の有償
支給等

2,573,432 未収入金 954,204

営業取引／
製品の購入等 6,262,441 買掛金 185,544

（注）1.　取引金額は消費税等を含んでおりませんが、期末残高は消費税等を含んでおります。
2.　取引条件及び取引条件の決定方針等

　価格その他の取引条件については、市場価格・総原価を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。
2.　役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
(被所有)割合(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

役員 佐 藤　肇 当社
代表取締役

(被所有)
直接0.30 － ストック・オプ

ションの行使 11,874 － －

役員 村 上　淳 一 当社
上席執行役員

(被所有)
直接0.05 － ストック・オプ

ションの行使 11,987 － －

（注）第８回及び第10回通常型新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。
3.　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

〔重要な後発事象に関する注記〕
該当事項はありません。

－ 25 －

重要な会計方針に係る事項




