平成 26 年６月２日

第 97 期定時株主総会招集ご通知に際しての
法令及び定款に基づくインターネット開示事項

連結計算書類の連結注記表
計算書類の個別注記表

南海電気鉄道株式会社

連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び当社
定款第16条の規定に基づき、当社ホームページ（http://www.nankai.co.jp/ir/soukai/）
に掲載することにより、株主の皆さまにご提供しております。

連 結 注 記 表
（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) 連結子会社の数

57社

主要な連結子会社の名称
南海バス株式会社、関西空港交通株式会社、徳島バス株式会社、南海フェリー株式会社、南海
車両工業株式会社、南海不動産株式会社、南海商事株式会社、株式会社南海国際旅行、住
之江興業株式会社、南海ビルサービス株式会社、南海辰村建設株式会社
株式会社日本エコプランニングサービス及び株式会社京阪電気商会は株式を取得したことにより、
また、株式会社クラカタ商事及び同社子会社である太陽ビルサービス株式会社は株式会社クラカタ
商事の株式を取得したことにより、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。
(2) 主要な非連結子会社の名称
ＮＴＩ（ＨＫ）ＣＯ.，ＬＴＤ.、ＮＴＩ（ＵＳＡ）ＩＮＣ.
（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
（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
囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用関連会社の数

２社

主要な会社の名称
株式会社新南海ストア
株式会社ステーションパーキング岸和田は清算結了により、当連結会計年度から持分法の適用
から除外しております。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称
ＮＴＩ（ＨＫ）ＣＯ.，ＬＴＤ.、ＮＴＩ（ＵＳＡ）ＩＮＣ.
（持分法を適用しなかった理由）
持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等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、持分法の適用から除外しております。

３．会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券
時価のあるもの

主として期末前１か月の市場価格等の平均に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移
動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法又は総平均法に基づく原価法

② たな卸資産
たな卸資産のうち、主要なものは販売土地及び建物であり、個別法に基づく原価法（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）によっております。
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(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。）
主として定額法・定率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あります。
建物及び構築物

５～60年

機械装置及び運搬具

５～17年

② 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法を採用しております。
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）に基づく定額法に
よっております。
③ 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によっております。
なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
営業債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
③ 建替関連損失引当金
建物等の建替えに伴い発生する損失に備えるため、合理的に見積もった建替関連の損失見込
額を計上しております
額を計上しております。

(4) のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、主として５年間の均等償却を行っております。
(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項
① 工事負担金等の会計処理
鉄道事業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、地方公共団体等から工事費の一部と
して工事負担金等を受け入れております。
これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得
原価から直接減額して計上しております。
なお、連結損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定
資産の取得原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しておりま
す。
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② 退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の計上基準
退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会
計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上して
おります。
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（３年）による定
額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、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（３～11
年）による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。
未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異の未処理額につい
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。
なお、上場会社である南海辰村建設株式会社及び同社の連結子会社の会計基準変更時差異
（3,222百万円）は15年による按分額を費用処理しております。
③ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
④ 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．重要な会計方針の変更
(退職給付に関する会計基準等の適用）
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基
準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成
24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職
給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給
付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債として計上
する方法に変更し、未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用及び会計基準変更時差異の
未処理額を退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債に計上しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに
従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額を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加減しております。
職給付
係 調 累計額 加減
お す。
この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が1,526百万円、退職給付に係る負
債が13,357百万円計上されております。また、その他の包括利益累計額が875百万円増加しており
ます。

（追加情報）
（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平
成26年４月１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１
日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0％から35.6％に
なります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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（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
担保に供している資産
155,752 百万円

建物及び構築物

98,583 百万円

土地

2,536 百万円

投資有価証券

12,693 百万円

その他

269,565 百万円

計
担保に係る債務

56 百万円

短期借入金
長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）

46,212 百万円
24 百万円

その他

46,293 百万円

計

495,206 百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額
３．保証債務

下記の会社の借入金等について債務保証を行っております。
明和地所株式会社

118 百万円

株式会社エフ・ジェー・ネクスト

98 百万円

株式会社ミラージュパレス

67 百万円

その他

57 百万円
342 百万円

計

４ 固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額
４．固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額
91,359 百万円
５．土地の再評価
当社及び一部の連結子会社において、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律
第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19
号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当
額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額
金として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定
める固定資産税評価額に基づき算出する方法、及び同条第５号に定める不動産鑑定士によ
る鑑定評価により算出しております。
・再評価を行った年月日
平成14年３月31日

当社、連結子会社１社

平成13年３月30日

当社（連結子会社の合併により受け入れた事業用土地）

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
14,461 百万円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．当連結会計年度の末日における発行済株式の総数
普通株式

526,412,232株

２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
平成25年６月21日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額

2,613百万円

１株当たり配当額

５円

基準日

平成25年３月31日

効力発生日

平成25年６月24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
平成26年６月20日開催予定の定時株主総会に、次のとおり付議する予定であります。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額
１株当たり配当額
基準日

2,612百万円
５円
平成26年３月31日

平成26年６月23日
効力発生日
なお、配当の原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
（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等に限定し、資金調達については銀行等
金融機関からの借入及び社債発行による方針であります。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについては 取引先ごとの期日管理及び残高管
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクについては、取引先ごとの期日管理及び残高管
理を行うとともに、主要な取引先の財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握により軽減
をはかっております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ご
とに時価の把握を行っております。
借入金及び社債の使途は主に運転資金及び設備投資資金であり、一部の長期借入金の金利
変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、
デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
２．金融商品の時価等に関する事項
平成26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
おりであります。
（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額（※）

時価（※）

(1)現金及び預金
17,632
17,632
24,036
(2)受取手形及び売掛金
24,036
(3)有価証券及び投資有価証券
①満期保有目的の債券
98
102
20,106
②その他有価証券
20,106
( 19,322)
( 19,322)
(4)支払手形及び買掛金
(5)短期借入金
( 61,947)
( 61,947)
(6)１年以内償還社債
( 25,108)
( 25,000)
(7)社債
( 61,354)
( 60,000)
(8)長期借入金（１年内返済
( 305,819)
( 309,677)
予定の長期借入金を含む。）
0
(9)デリバティブ取引
0
（※） 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。
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差額
－
－
4
－
－
－
( 108)
( 1,354)
( 3,857)
－

（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
(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。
(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おります。
(4)支払手形及び買掛金、並びに(5)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。
(6)１年以内償還社債、及び(7)社債
当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。
(8)長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は帳簿価額と
近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
固定金利によるものは、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。
(9)デリバティブ取引
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、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。
（注２） 非上場株式等（連結貸借対照表計上額2,638百万円）は、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積も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、「(3)有価証券及び投資有価証券②その他有価証券」には含めておりません。

（賃貸等不動産に関する注記）
１．賃貸等不動産の状況に関する事項
当社及び一部の子会社では、大阪府その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含
む。）等を有しております。
２．賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額

時価

271,858

260,472

(注１) 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注２) 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不
動産鑑定評価等に基づく金額、その他の物件については固定資産税評価額等を基に
合理的な調整を行って算出した金額であります。
（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益

285円16銭
18円40銭

（その他の注記）
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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
子会社株式及び関連会社株式
その他有価証券
時価のあるもの

時価のないもの
２．販売土地及び建物の評価基準及び評価方法

償却原価法（定額法）
移動平均法に基づく原価法
期末前１か月の市場価格等の平均に基づく時価法
(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)
移動平均法に基づく原価法
個別法に基づく原価法（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
(1)有形固定資産（リース資産を除く。）
鉄道事業
取替資産
建物、構築物
その他の有形固定資産
その他の事業
建物、構築物、機械装置
その他の有形固定資産

取替法
定額法
定率法
定額法
定率法

(2)無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法
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）に基づく定額法に
よっております。
(3)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によっております。
なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ
いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

４．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
営業債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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)投資評価引当金
市場価格がない株式について実質価額を適正に評価するため、投資先の財政状態等を勘案し、計上を
要すると認められる金額を計上しております。
(3)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
(4)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。
数理計算上の差異は、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（３年）による定額
法により翌事業年度から費用処理することとしております。
(5)関係会社事業損失引当金
関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の資産内容等を勘案し、出資金額及び純債権額を超え
て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。
(6)建替関連損失引当金
建物等の建替えに伴い発生する損失に備えるため、合理的に見積もった建替関連の損失見込額を計上
しております。
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５．工事負担金等の会計処理
鉄道事業における連続立体交差化工事等を行うにあたり、地方公共団体等から工事費の一部として工
事負担金等を受け入れております。
これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資産の取得原価から
直接減額して計上しております。
なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得
原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。
６．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
７．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

（追加情報）
（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成
26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴
い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する
事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0％から35.6％になります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。

（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
担保に供している資産
鉄道事業固定資産
投資有価証券
担保に係る債務

270,140 百万円
98 百万円

長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）

45,444 百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額

416,704 百万円

３．事業用固定資産
有形固定資産
土
建
構
築
車
そ
の
無形固定資産

593,610
270,270
155,412
153,384
8,484
6,059
1,242

地
物
物
両
他

百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円

４．保証債務
下記の会社の借入金等について債務保証を行っております。
南海辰村建設株式会社
そ
の
他
計

15,386 百万円
523 百万円
15,910 百万円

５．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権
長期金銭債権
短期金銭債務
長期金銭債務

7,873
12,316
25,959
608

百万円
百万円
百万円
百万円

６．固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額
90,987 百万円
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７．土地の再評価
土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部
を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額
については、当該評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、こ
れを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119
号）第２条第３号に定める固定資産税評価額に基づき算出する方
法、及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価により算
出しております。

平成14年３月31日
平成13年３月30日（子会社の合併により受け入れた事業用土地）
・再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
14,461 百万円
・再評価を行った年月日

（損益計算書に関する注記）
１．営業収益
２．営業費

90,698
73,931
36,663
13,816
5,542
17,908

運送営業費及び売上原価
販売費及び一般管理費
諸
税
減 価 償 却 費
３．関係会社との取引高
営業取引による取引高
営 業 収 益
営
業
費
営業取引以外の取引による取引高

百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円

3,755 百万円
11,183 百万円
11,575 百万円

（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

3,853,254 株

（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は、関係会社株式評価損、減損損失、退職給付引当金等であり、繰延税
金負債の発生の主な原因は、分割に伴う土地評価益等であります。

（リースにより使用する固定資産に関する注記）
貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・
リース契約により使用しております。

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

（単位：百万円)
議決権等の
関連当事者
取引金額
取引の内容
科 目
期末残高
属性
会社等の名称 所有(被所
との関係
（注２）
有)割合
子会社
南海辰村建設 所有
役員の兼任、 債務保証
－
15,386
－
株式会社
直接57.7％ 建築工事の発 (注１)
間接 5.5％ 注、
保証料の受入れ
13
－
－
債務の保証
(注１)
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注１） 南海辰村建設株式会社に対する債務保証は、金融機関からの借入金ほかに対して保証したもの
であり、保証料を受領しております。
（注２） 取引金額には消費税等を含めておりません。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益

259 円 12 銭
12 円 36 銭

（その他の注記）
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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