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本内容は、法令及び当社定款第 16 条の規定に基づき、当社ホームページに掲載
しているものであり、監査役及び会計監査人が監査報告を作成する際に行った
監査の対象に含まれております。
当社ホームページ

http://www.ctc-g.co.jp/ir/

連結計算書類の連結注記
（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．連結計算書類の作成基準
連結計算書類の作成にあたっては、会社計算規則第 120 条第１項に基づき国際会計基準（以下「IFRS」）に準拠し
て作成しております。
なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRS で要請されている開示項目の一部を省略しております。
２．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数

14 社

(2) 主要な会社名

シーティーシー・テクノロジー㈱
CTC システムマネジメント㈱
シーティーシー・エスピー㈱
CTC ファシリティーズ㈱
アサヒビジネスソリューションズ㈱
CTC Global (Thailand) Ltd.
CTC GLOBAL SDN. BHD.
CTC GLOBAL PTE. LTD.
ITOCHU Techno-Solutions America, Inc.
PT. CTC Techno Solutions Indonesia

なお、株式の追加取得等により CTC Global (Thailand) Ltd.他３社を、当連結会計年度より連結の範囲に含めて
おります。また、株式の一部売却等により CTC ファーストコンタクト㈱他１社を、当連結会計年度より連結の範囲
から除いております。
３．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社数

５社

(2) 主要な会社名

CTCファーストコンタクト㈱
伊藤忠テクノロジーベンチャーズ㈱

なお、株式の一部売却により CTC ファーストコンタクト㈱を、当連結会計年度より持分法適用の範囲に含めてお
ります。また、株式の追加取得により Netband Consulting Co., Ltd.（現 CTC Global (Thailand) Ltd.）を、当連
結会計年度より持分法適用の範囲から除いております。
４．会計方針に関する事項
(1) 金融資産の評価基準及び評価方法
① デリバティブを除く金融資産
デリバティブを除く金融資産は、IFRS 第９号に従い、当該金融資産の当初認識時点において、以下の２つの要
件をともに満たすものを償却原価で測定される金融資産に分類し、それ以外のものを公正価値で測定される金融資
産に分類しております。
・当該金融資産の保有方針が、当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローの回収を目的としている
・当該金融資産の契約上のキャッシュ・フローが、元本及び元本残高に対する利息の支払のみにより構成され、
かつ、発生する日が特定されている
償却原価で測定される金融資産は、当初認識時点において、取得に直接関連する費用を公正価値に加えた価額で
測定し、各期末日において、実効金利法に基づく償却原価で測定のうえ、償却原価の変動額は純損益で認識してお
ります。
公正価値で測定される金融資産は、取得後の公正価値変動を純損益に計上する金融資産（以下「FVTPL 金融資
産」）と取得後の公正価値変動をその他の包括利益に計上する金融資産（以下「FVTOCI 金融資産」）に分類して
おります。
公正価値で測定される金融資産のうち、他の企業の普通株式等の資本性金融商品への投資であって、かつ短期的
な売却により差益を得ることを目的とした保有でないものについては、原則として、FVTOCI 金融資産に分類し、
それ以外の公正価値で測定される金融資産は、FVTPL 金融資産に分類しております。
公正価値で測定される金融資産は、当初認識時点において、公正価値で測定しております。取得に直接関連する
費用について、FVTOCI 金融資産は当初認識額に含めておりますが、FVTPL 金融資産は発生時に純損益で認識し
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当初認識額には含めておりません。
公正価値で測定される金融資産は、各期末日において公正価値で再測定しております。公正価値の変動額につい
ては、FVTPL 金融資産は純損益、FVTOCI 金融資産はその他の包括利益（「その他の包括利益を通じて測定する
金融資産の公正価値の純変動」）として認識しております。また、FVTPL 金融資産、FVTOCI 金融資産のいずれ
においても、受取配当金は純損益で認識しております。
FVTOCI 金融資産を売却した場合は、直近の帳簿価額と受け取った対価との差額を、その他の包括利益（「その
他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動」）として認識するとともに、当該 FVTOCI 金融資
産について売却までに認識したその他の包括利益累計額を利益剰余金に振り替えております。
金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する権利が消滅した場合、又は金融資産から生じるキャッシュ・フ
ローを享受する権利を譲渡した場合において、すべてのリスクと経済価値を実質的に移転した場合については、金
融資産の認識を中止しております。
② デリバティブ及びヘッジ活動
当社グループは、為替変動リスクをヘッジするため先物為替予約を利用しております。デリバティブについては、
その保有目的や保有意思にかかわらず公正価値で資産又は負債として認識しております。デリバティブの公正価値
の変動額は、次のとおり処理しております。
既に認識された資産もしくは負債の公正価値の変動に対するヘッジであり、ヘッジの効果が非常に有効であると
見込まれ、かつ、ヘッジの開始時に、ヘッジ関係及びリスク管理目的並びにヘッジの実行に関する戦略の文書によ
る指定があるものについては、公正価値ヘッジとして指定し、デリバティブの公正価値の変動をヘッジ対象の公正
価値の変動とともに純損益として認識しております。
既に認識された資産もしくは負債、未認識の確定約定、又は予定取引に関連して発生する将来キャッシュ・フロ
ーの変動に対するヘッジであり、ヘッジの効果が非常に有効であると見込まれ、かつ、ヘッジの開始時に、ヘッジ
関係及びリスク管理目的並びにヘッジの実行に関する戦略の文書による指定があるものについては、キャッシュ・
フロー・ヘッジとして指定し、デリバティブの公正価値の変動をその他の包括利益（「キャッシュ・フロー・ヘッ
ジ」）として認識しております。当該会計処理は、ヘッジ対象に指定された未認識の予定取引、又は既に認識され
た資産もしくは負債に関連して発生する将来キャッシュ・フローの変動が実現するまで継続しております。また、
ヘッジの効果が有効でない部分は、純損益として認識しております。
上記以外のデリバティブの公正価値の変動については、純損益として認識しております。
当社グループは、上記公正価値ヘッジ及びキャッシュ・フロー・ヘッジを適用するにあたり、ヘッジ開始時にお
いてヘッジの効果が非常に有効であると見込まれるかどうかを評価することに加えて、その後も引き続いてそのデ
リバティブがヘッジ対象の公正価値又は将来キャッシュ・フローの変動の影響を非常に有効に相殺しているかどう
かについて、評価を行っております。
ヘッジ会計は、ヘッジの効果が有効でなくなった時点で将来に向かって中止しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の取得原価には購入原価、加工費及び棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに発生したその他のすべて
の原価を含んでおります。
棚卸資産は、原価と正味実現可能価額のうちいずれか低い額で測定しております。棚卸資産の原価は、商品は移動平
均法、仕掛品は個別法、保守用部材は利用可能期間（５年）に基づく定額法に基づいて算定しております。
正味実現可能価額は、通常の営業過程における見積販売価額から完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除
した金額としております。
(3) 有形固定資産及び無形資産の評価基準、評価方法及び減価償却又は償却の方法
① 有形固定資産
有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定して
おります。一部の有形固定資産の取得原価については、IFRS 第１号の免除規定を適用し、親会社の IFRS 移行日現
在の公正価値をみなし原価として使用することを選択しております。
取得原価には、設置費用及び稼働可能な状態にするために必要とされる直接付随費用、将来の解体・除去費用及び
敷地の原状回復費用の見積額が含まれております。
有形固定資産において、それぞれ異なる複数の重要な構成要素を識別できる場合は、当該構成要素ごとに残存価額、
耐用年数及び減価償却方法を判定し、別個の有形固定資産項目として会計処理しております。
有形固定資産は、土地等の償却を行わない資産を除き、当該資産が使用可能な状態となったときから、主として、
当該資産の見積耐用年数（建物及び構築物は 15 年～50 年、工具、器具及び備品は５年～10 年）に基づく定額法に
より減価償却を行っております。
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リース資産は、所有権移転又は割安購入選択権がある場合は、当該資産の見積耐用年数、それ以外の場合はリース
期間と見積耐用年数のいずれか短い期間にわたって減価償却を行っております。
有形固定資産の残存価額、耐用年数及び減価償却方法については、毎期末見直しを行い、必要に応じて改定してお
ります。
② 無形資産
無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
また、開発活動による支出について、信頼性をもって測定可能であり、開発の結果により将来経済的便益を得られる
可能性が高く、かつ当社グループが当該開発を完了させ、成果物を使用又は販売する意図及び十分な資源を有してい
る場合においては、当該開発活動による支出を無形資産として認識しております。
無形資産は、耐用年数が確定できないものを除き、当該資産が使用可能な状態となったときから、主として見積耐
用年数（ソフトウェアは３年～８年、その他無形資産は４年～10 年）に基づく定額法により、償却を行っておりま
す。各会計期間に配分された償却費は、純損益で認識しております。
耐用年数が確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産については、償却を行わず、毎年又は減損の兆
候が存在する場合にはその都度、個別に又は各資金生成単位で減損テストを実施しております。
無形資産の残存価額、耐用年数及び償却方法については、毎期末見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(4) のれんの会計処理
のれんは、償却を行わず、少なくとも年に一度、更には減損の兆候がある場合はその都度、資金生成単位を基礎とし
た減損テストを実施しております。
(5) 減損
① 償却原価で測定される金融資産
償却原価で測定される金融資産については、毎期末において、個別資産単位又は信用リスク別にグルーピングした
単位で、減損の兆候の有無を評価しております。償却原価で測定される金融資産に係る減損の兆候には、利息や元本
支払いの不履行や延滞、返済額の減免や返済スケジュールの順延、債務者の財政状態の著しい悪化、債務者の破産等
を含んでおります。
償却原価で測定される金融資産について、減損の兆候がある場合は、当該資産の帳簿価額と見積将来キャッシュ・
フローを当該資産の当初の実効金利で割り引いた現在価値である回収可能価額との差額を減損損失として認識し、純
損益に計上しております。
また、減損を認識した償却原価で測定される金融資産について、減損認識後の期間において、減損損失の額が減少
し、その減少が減損認識後に発生した事象に客観的に関連付けられる場合には、償却原価法に基づく帳簿価額を上限
として減損損失の戻し入れを行っております。
② 有形固定資産、無形資産及びのれん
有形固定資産、無形資産、のれんについては、毎期末において減損の兆候の有無を判定のうえ、減損の兆候がある
と判断される場合には、以下に掲げる減損テストを実施しております。加えてのれん及び耐用年数を確定できない無
形資産については、減損の兆候の有無にかかわらず、少なくとも年に一度、毎年同じ時期に、減損テストを実施して
おります。
減損テストは、資金生成単位ごとに行っております。資金生成単位の判別にあたっては、個別資産について他の資
産とは独立してキャッシュ・フローを識別可能である場合は当該個別資産を資金生成単位とし、個別資産について独
立してキャッシュ・フローを識別することが不可能な場合は独立したキャッシュ・フローが識別できる最小単位にな
るまで資産をグルーピングしたものを資金生成単位としております。のれんについては、事業セグメントと同等かそ
れより小さい単位で、のれんを内部管理する最小の単位に基づき資金生成単位を決定しております。
のれんを含む資金生成単位の減損テストを実施する場合は、まず、のれん以外の資産の減損テストを実施し、当該
のれん以外の資産について必要な減損を認識した後に、のれんの減損テストを行うものとしております。
減損テストを実施するにあたっては、当該資金生成単位の回収可能価額を見積っております。回収可能価額は、売
却費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額としております。なお、使用価値とは、資金生成単位の継続
的使用及び使用後の処分により見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値合計をいいます。
資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合には、当該帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損
損失を純損益で認識しております。認識した減損損失は、まずその資金生成単位に配分されたのれんの帳簿価額を減
額するよう配分し、次に資金生成単位内ののれんを除く各資産の帳簿価額を比例的に減額するように配分しておりま
す。
全社資産は独立したキャッシュ・フローを生み出していないため、全社資産における減損テストは、その帳簿価額
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を各資金生成単位に合理的な方法で配分したうえで、配分された全社資産の帳簿価額の一部を含む、資金生成単位の
帳簿価額を回収可能価額と比較する方法により行っております。
過年度に認識した減損損失が明らかに減少又は存在しない可能性を示す兆候がある場合で、当該資産の回収可能価
額の見積りが帳簿価額を上回るときは、減損損失を戻し入れております。減損損失の戻入額は、回収可能価額と減損
損失を認識しなかった場合の償却又は減価償却控除後の帳簿価額のいずれか低い方を上限としております。ただし、
のれんについては減損損失の戻し入れは行っておりません。
(6) 重要な引当金の計上基準
引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが現在の債務（法的債務又は推定的債務）を有しており、当該債
務を決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼できる見積りが可能で
ある場合に認識しております。
貨幣の時間的価値の影響が重要な場合には、引当金額は債務の決済に必要と見込まれる支出の現在価値で測定してお
ります。現在価値の算定には、将来キャッシュ・フローの発生期間に応じた税引前の無リスクの割引率を使用しており、
引当対象となる事象発生の不確実性については、将来キャッシュ・フローの見積りに反映させております。
① 資産除去債務引当金
資産除去債務に係る引当金は、法令や契約等により有形固定資産の解体・除去及び敷地の原状回復等の義務を負
っている場合、又は業界慣行や公表されている方針・明確な文書等により、有形固定資産の解体・除去及び敷地の
原状回復等を履行することを表明しており、外部の第三者が当該履行を期待していると推定される場合に、当該解
体・除去及び原状回復等のための見積費用を認識しております。
② 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しており
ます。
③ アフターコスト引当金
システム開発案件等に係る将来のアフターコストの支出に備えるため、過去の実績率に基づく将来発生見込額の
ほか、個別案件に係る必要額を計上しております。
(7) 退職後給付
① 確定給付型退職後給付
確定給付型退職後給付制度とは、次項に掲げる確定拠出型退職後給付制度以外の退職後給付制度をいいます。
確定給付型退職後給付制度については、確定給付制度債務の現在価値と制度資産の公正価値との純額を負債又は
資産として認識しております。確定給付制度債務の現在価値及び関連する勤務費用は、原則として、予測単位積増
方式を用いて算定しております。確定給付制度債務の現在価値を算定するために使用する割引率は、原則として、
退職給付債務の見積期間と整合する期末日時点の優良社債の市場利回りを参照して決定しております。
制度の改訂により生じた、過去の期間の従業員の勤務に係る確定給付制度債務の現在価値の変動額は制度の改訂
があった期の純損益として認識しております。
また、当社グループは確定給付型退職後給付制度から生じるすべての数理計算上の差異について、その他の包括
利益（「確定給付制度の再測定額」）として認識し、ただちに利益剰余金に振り替えております。
② 確定拠出型退職後給付
確定拠出型退職後給付制度とは、一定の掛金を他の独立した事業体に支払い、その拠出額以上の支払いについて
法的債務又は推定的債務を負わない退職後給付制度をいいます。
確定拠出型退職後給付制度においては、発生主義に基づき、従業員が関連する勤務を提供した期間に対応する掛
金額を純損益として認識しております。
③ 複数事業主制度
当社及び一部の子会社は、複数事業主制度に加入しております。複数事業主制度については、当該制度の規約に
従って、確定給付型退職後給付制度と確定拠出型退職後給付制度に分類し、それぞれの退職後給付制度に係る会計
処理を行っております。ただし、確定給付型退職後給付制度に分類される複数事業主制度について、確定給付型退
職後給付制度に係る会計処理を行うために十分な情報を入手できない場合は、確定拠出型退職後給付制度に係る会
計処理を適用しております。
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(8) 収益の計上基準
① 商品の販売
商品販売等に係る収益は、以下の要件をすべて満たした時点で認識しております。
・物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値を買手に移転した
・販売された物品に対して、所有と通常結び付けられる程度の継続的な管理上の関与も実質的な支配も保持して
いない
・収益の額を、信頼性をもって測定できる
・その取引に関連する経済的便益が流入する可能性が高い
・その取引に関連して発生した又は発生する原価を、信頼性をもって測定できる
収益は、受領した、又は受領可能な対価の公正価値から、税務当局等第三者のために回収し、当社グループが直
接納税義務を有する売上関連の税金等を控除した金額で測定しております。
商品の販売に係る収益については、顧客への商品の引渡し、検収の受領等、契約上の受渡し条件が履行された時
点をもって収益を認識しております。
② 役務の提供
役務提供に係る収益は、以下の要件を満たした時点で期末日現在の取引の進捗度に応じて認識しております。
・収益の額を、信頼性をもって測定できる
・その取引に関する経済的便益が流入する可能性が高い
・その取引の進捗度を、報告期間の末日において信頼性をもって測定できる
・その取引について発生した原価及び取引の完了に要する原価を、信頼性をもって測定できる
役務提供を収益の源泉とする取引には、請負契約によるシステム開発及びインフラ構築取引、SE サービス及び保
守取引、その他の役務を提供する取引が含まれております。
請負契約によるシステム開発及びインフラ構築取引については、受注金額及び完成までに要する総原価を信頼性
をもって見積ることができる場合には、期末日における見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に応じて収益
を計上しております（進行基準）。受注金額あるいは完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることがで
きない場合には、発生した原価のうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益として計上しております（原
価回収基準）。また、SE サービス及び保守取引等については、役務を提供する期間にわたり収益を認識しておりま
す。
③ 複数要素取引
製品販売、保守サービスなど複数の財又はサービスを提供する複数要素取引に係る収益については、以下の要件
を満たす場合、構成要素ごとに個別に認識しております。
・当該構成要素が顧客にとって独立した価値を有している
・当該構成要素の公正価値が信頼性をもって測定できる
なお、複数要素取引に関して、契約の対価を配分する必要がある場合には、構成要素の公正価値に基づき配分す
る方法によっております。
④ 収益の総額（グロス）表示と純額（ネット）表示
当社グループは、取引の当事者として提供される財又はサービス自体の付加価値を高める機能を有し、取引に係
る重要なリスクを負担している取引については、収益を顧客との取引総額（グロス）で連結損益計算書に表示して
おります。
一方、以下に掲げるような取引については、収益を顧客との取引総額から原価を控除した純額（ネット）で連結
損益計算書に表示しております。
・代理人として、他の第三者が財を販売、又はサービスを提供するための手配を行う取引
・取引の当事者として関与するものの、取引において提供される財又はサービス自体の付加価値を高める機能を
有さず、取引に係る重要なリスクを負担しない取引
(9) 外貨の換算基準
① 外貨建取引
外貨建取引は、取引日の直物外国為替レートで機能通貨に換算しております。
期末日における外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の直物外国為替レートで機能通貨に換算しております。外
貨建の公正価値で測定されている非貨幣性項目は、公正価値が決定された日の直物外国為替レートで機能通貨に換
算しております。
換算によって生じる為替差額は、純損益として認識しております。ただし、FVTOCI 金融資産の換算により発生
した差額及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額については、その他の包括利益として認識しており
ます。
② 在外子会社及び在外関連会社の外貨建財務諸表の換算
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在外子会社及び在外関連会社（以下、総称して「在外営業活動体」）における外貨建財務諸表を表示通貨に換算
するにあたっては、資産・負債について、期末日の直物外国為替レートを適用し、収益・費用について、連結会計
年度の期中平均外国為替レートを適用しております。
上記在外営業活動体における外貨建財務諸表を表示通貨に換算するにあたって生じた差額は、その他の包括利益
（「在外営業活動体の換算差額」）で認識しております。
当社グループは IFRS 第１号の免除規定を適用し、IFRS 移行日時点で認識していた在外営業活動体の換算差額の
累計額をすべて利益剰余金に振り替えております。
在外営業活動体の処分時において、当該在外営業活動体に係る換算差額の累計額は、処分による利得又は損失が
認識される時点において純損益に振り替えております。ただし、換算差額の累計額のうち非支配持分に帰属してい
た部分については、非支配持分を増減させております。
(10) 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。

（表示方法の変更に関する注記）
従来、当社グループの連結計算書類では、「親会社の所有者に帰属する当期純利益」及び「親会社の所有者に帰属す
る持分合計」にて表示を行ってまいりましたが、当連結会計年度より、各々の表示について「当社株主に帰属する当期
純利益」及び「株主資本合計」に変更しております。
当該変更は、当社には親会社（伊藤忠商事株式会社）が存在しており、当該親会社に係るものと混同しないよう表示
方法をよりわかりやすくするために行うものであります。
なお、当該変更により連結計算書類の関連する他の表示においても、同様に変更しております。

（追加情報）
株式に基づく報酬
当社は、当連結会計年度より持分決済型及び現金決済型の株式に基づく報酬制度として、業績連動型株式報酬制度を
導入しております。
持分決済型の株式報酬の付与日における公正価値は、付与日から権利が確定するまでの期間にわたり費用として認識
し、同額を資本の増加として認識しております。
現金決済型の株式報酬の公正価値は、権利が確定するまでの期間にわたり費用として認識し、同額を負債の増加とし
て認識しております。なお、期末日及び決済日において当該負債の公正価値を再測定し、公正価値の変動を純損益とし
て認識しております。
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（連結財政状態計算書に関する注記）
１．資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権及びその他の債権

14 百万円

その他の金融資産(非流動資産)

47 百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額

33,880 百万円

３．保証債務
従業員の伊藤忠グループ連合共済会住宅融資制度による金融機関からの借入に対する保証
保証先

従業員(28 名)

保証金額

49 百万円

（連結持分変動計算書に関する注記）
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 120,000,000 株
２．配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議
2017年６月21日
定時株主総会
2017年10月31日
取締役会

株式の種類

配当金の総額

１株当たり

（百万円）

配当額（円）

基準日

効力発生日

普通株式

4,913

42.50

2017年３月31日

2017年６月22日

普通株式

4,913

42.50

2017年９月30日

2017年12月４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
2018 年６月 20 日開催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。
株式の種類
普通株式

配当金の総額
（百万円）
5,491

１株当たり

配当の原資

配当額（円）

利益剰余金

47.50
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基準日

効力発生日

2018年３月31日

2018年６月21日

（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、経営活動を行う過程において信用リスク、為替や金利等の市場リスク、流動性リスク等に晒されてお
りますが、リスクの性質に応じた管理を行っております。
また、当社グループが取り組んでいるデリバティブは、外貨建の債権債務及び予定取引に係る先物為替予約のみを将来
の為替変動によるリスク回避のために実施しており、投機的な取引は行っておりません。
(1) 信用リスクの管理
当社グループの営業活動から生ずる債権である受取手形及び売掛金並びにリース債権は、顧客の信用リスクに晒さ
れております。また、預け金は主に親会社への寄託金であり、同社の信用リスクに晒されております。
営業債権については、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、
営業部署から独立した与信管理の専門部署により、取引先ごとの信用状況を審査し、適切な与信限度額とその期限を
設けるとともに、債権の回収状況、滞留状況を定期的に把握し、回収を確実にする体制をとっております。
資金運用状況については、四半期ごとに経営幹部に報告しております。
(2) 市場リスクの管理
① 金利リスク
当社グループは、資金需要は手元資金で賄うことを基本としております。そのため、通常、有利子負債残高は僅
少であり、金利の変動が当社グループの純損益に与える影響は僅少です。
② 為替リスク
当社グループは、輸出入取引を行っており、外貨建の取引について為替変動リスクに晒されておりますが、先物
為替予約を活用したヘッジ取引により、為替変動リスクの軽減に努めております。また、一部の外貨建予定取引に
ついては、実需の範囲内で外貨預金を保有し、利用することで、為替リスクをヘッジしております。
③ 株価変動リスク
当社グループは、主に取引先との関係強化を目的として市場性のある有価証券を保有しており、市場価格の変動
リスクに晒されております。当該リスクに対しては、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、
取引先企業との関係を勘案して保有状況の見直しを行っております。
(3) 流動性リスクの管理
当社は、各部署からの報告等に基づき資金収支を管理しており、不測の事態においても必要支払予定額に不足する
ことのないように、流動性リスクを管理しております。また、当社と子会社間でキャッシュマネジメントサービスを
導入しており、グループ資金を当社で集中管理することにより、効率的かつ安定的な運用を行っております。
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２．金融商品の公正価値等に関する事項
2018 年３月 31 日における連結財政状態計算書計上額及び公正価値については、次のとおりであります。
（単位：百万円）
連結財政状態計算書計上額

公正価値

償却原価で測定される金融資産
営業債権及びその他の債権
その他の金融資産

130,370

130,423

31,077

31,077

6,465

6,465

679

679

5,763

5,770

10,912

10,979

229

229

公正価値で測定される金融資産
その他の金融資産
FVTOCI 金融資産
FVTPL 金融資産
償却原価で測定される金融負債
その他の金融負債
長期金融負債
公正価値で測定される金融負債
その他の金融負債
FVTPL 金融負債
公正価値の測定方法
営業債権及びその他の債権
リース債権の公正価値については、未経過リース料の合計額を、新規に同様のリース取引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。また、リース債権を除く営業債権及びその他の債権の公正価値につい
ては、満期までの期間が短期であるため帳簿価額とほぼ同額であります。
その他の金融資産、その他の金融負債、長期金融負債
公正価値で測定されるその他の金融資産のうち、市場性のある有価証券の公正価値は市場価格を用いて見積っておりま
す。市場価格が存在しない場合は、割引将来キャッシュ・フロー、収益、利益性及び純資産に基づく評価モデル及びその
他の評価方法により、公正価値を算定しております。
デリバティブの公正価値については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
償却原価で測定されるその他の金融資産の公正価値については、帳簿価額とほぼ同額であります。
償却原価で測定されるその他の金融負債及び長期金融負債のうち、リース債務の公正価値は、未経過リース料の合計額
を、新規に同様のリース取引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。また、リー
ス債務を除くその他の金融負債及び長期金融負債の公正価値については、帳簿価額とほぼ同額であります。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり株主資本合計

894 円 13 銭

基本的１株当たり当社株主に帰属する当期純利益

102 円 04 銭

（注）当社は、2018 年４月１日を効力発生日として普通株式１株に対して２株の割合で株式分割を行っており、当連
結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり株主資本合計及び基本的１株当たり当社株主に帰
属する当期純利益を算定しております。
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（重要な後発事象に関する注記）
株式分割
当社は、2018年２月１日開催の取締役会において、2018年４月１日を効力発生日として株式分割を行うことについて
決議しております。
（1）株式分割の目的
株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、投資
家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。
（2）株式分割の概要
① 分割の方法
2018年３月31日（当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2018年３月30日）を基準日として、同日最
終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を１株につき、２株の割合をもって分割しました。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数

120,000,000株

今回の分割により増加する株式数

120,000,000株

株式分割後の発行済株式総数

240,000,000株

株式分割後の発行可能株式総数

492,000,000株

③ 分割の日程
基準日公告日

2018年３月９日（金曜日）

基準日

2018年３月31日（土曜日）
（当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2018年３月30日）

効力発生日

2018年４月１日（日曜日）

なお、「１株当たり情報」は、当該株式分割が当連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しております。
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（企業結合等に関する注記）
Netband Consulting Co., Ltd.株式の取得
(1) 被取得企業の概要
名称

Netband Consulting Co., Ltd.（現 CTC Global (Thailand) Ltd.）

事業内容

システム及びネットワーク構築、アプリケーション開発、ITインフラ製品の販売

(2) 企業結合の概要
当社は、タイ王国及び東南アジアでの更なるビジネス強化を目的として、当社が 45％の株式を保有する関連会社
の Netband Consulting Co., Ltd.について、55％の株式を保有する Vnet Capital Co., Ltd.からすべての株式を取
得する契約を 2017 年９月３日に締結し、当該取得契約に基づく株式取得を 2017 年 11 月 13 日に完了しておりま
す。
その結果、Netband Consulting Co., Ltd.に対する所有持分は 45％から 100％となり、同社は当社の完全子会
社となっております。
(3) 取得の対価
（単位：百万円）
項目

金額

現金及び現金同等物

601

取得日に保有していた資本持分の公正価値

366

合計

968

(4) 段階取得に係る差益
当社が取得日に保有していた資本持分 45％を取得日の公正価値で再測定した結果、当該企業結合から 189 百万
円の関係会社株式評価益を認識しております。この利益は、連結損益計算書上、「関係会社投資に係る売却及び評
価損益」に含めております。
(5) 取得に伴うキャッシュ・フロー
（単位：百万円）
項目

金額

取得により支出した現金及び現金同等物

601

取得日に被取得会社が保有していた現金及び現金同等物
子会社株式の取得による支出

△137
464
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(6) 取得日現在における取得資産及び引受負債の公正価値
（単位：百万円）
項目

金額

取得日現在における取得資産の公正価値
現金及び現金同等物

137

営業債権及びその他の債権

365

棚卸資産

36

その他の流動資産

186

その他

30

合計

756

取得日現在における引受負債の公正価値
営業債務及びその他の債務

222

その他の流動負債

64

その他

12

合計

299

(7) 取得により生じたのれん
当該企業結合から 360 百万円ののれんを認識しております。のれんは、今後の事業展開によって期待される将来
の超過収益力の合理的な見積もりにより発生しております。
(8) 業績に与える影響
当連結会計年度の連結損益計算書に含まれる当該企業結合から生じた売上収益及び当社株主に帰属する当期純利
益、並びに企業結合が期首に実施されたと仮定した場合の売上収益及び当社株主に帰属する当期純利益は、いずれ
も僅少であります。
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CTC ファーストコンタクト株式の一部売却
(1) 支配の喪失の概要
当社は、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）分野でのビジネス拡大を目的として、当社の完全子会
社の CTC ファーストコンタクト㈱について、当社が保有する株式の一部を㈱ベルシステム 24 ホールディングスへ
譲渡する契約を 2017 年５月 30 日に締結し、当該譲渡契約に基づく株式譲渡を 2017 年７月３日に完了しており
ます。
その結果、CTC ファーストコンタクト㈱に対する所有持分は 100％から 49％となり、同社は当社の関連会社と
なっております。
(2) 支配喪失日現在の資産及び負債の主な内訳
（単位：百万円）
項目

金額

支配喪失日現在の資産の内訳
現金及び現金同等物

183

営業債権及びその他の債権

36

有形固定資産

77

無形資産

20

繰延税金資産

34

その他

15

合計

366

支配喪失日現在の負債の内訳
営業債務及びその他の債務

172

その他の金融負債

81

従業員給付（流動負債）

77

長期金融負債

43

その他

2

合計

377

(3) 支配の喪失に伴うキャッシュ・フロー
（単位：百万円）
項目

金額

支配喪失の対価として受け取った現金及び現金同等物
支配を喪失した子会社の現金及び現金同等物

934
△183

関係会社株式の売却による収入

751

(4) 支配喪失に伴う損益
CTC ファーストコンタクト㈱に対する支配の喪失に伴って認識した利益は 1,147 百万円であり、連結損益計算書
上、「関係会社投資に係る売却及び評価損益」に計上されております。このうち、残余投資について支配喪失日現
在の公正価値で測定したことによる評価益は 256 百万円であります。
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計算書類の個別注記
（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
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(投資事業組合持分については持分法)
(2) デリバティブ･･････････････････原則として時価法
(3) 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
商品････････････････････････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）
仕掛品･･････････････････････個別法による原価法
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。
（主な耐用年数）
建物

15 ～ 50 年

構築物

10 ～ 20 年

工具、器具及び備品

５ ～ 10 年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く）
自社利用のソフトウェア･･････････社内における利用可能期間(５～８年)に基づく定額法
市場販売目的のソフトウェア･･････見込販売数量に基づき償却
（ただし、３年均等配分額と比較し、いずれか大きい額とする）
(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を採用しております。
３．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) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(4) 受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
(5) アフターコスト引当金
システム開発案件等に係る将来のアフターコストの支出に備えるため、過去の実績率に基づく将来発生見込額のほ
か、個別案件に係る必要額を計上しております。
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(6) 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 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
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(10 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。
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(10 年)による定額法により費用処理
することとしております。
４．収益及び費用の計上基準
(1) 受注制作のソフトウェア等に係る収益及び費用の計上基準
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もの
･･････工事進行基準(原則として、工事の進捗率の見積りは原価比例法)
その他のもの
･･････工事完成基準
(2) ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準
リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法によっております。また、販売利益については、リース期間
にわたり定額法により繰延べることとしております。
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) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
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。
(2) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理
によっております。
(3) 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。
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（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

30,621 百万円

２．保証債務
(1) 従業員の伊藤忠グループ連合共済会住宅融資制度による金融機関からの借入に対する保証
保証先

従業員(28 名）

保証金額

49 百万円

(2) 次の子会社によるその他取引に対する保証
保証先

保証金額

CTC GLOBAL SDN. BHD.

300 百万円

CTC GLOBAL PTE. LTD.

55

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
短期金銭債権

3,864 百万円

短期金銭債務

21,622

４．取締役、監査役に対する金銭債務
長期金銭債務(役員退職慰労未払金)

16 百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
関係会社への売上高

15,532 百万円

関係会社からの仕入高等

69,325

関係会社とのその他の営業取引高

5,359

関係会社との営業取引以外の取引高

8,865

（株主資本等変動計算書に関する注記）
１．自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式
合計

当事業年度期首

当事業年度増加

当事業年度減少

当事業年度末

株式数（千株）

株式数（千株）

株式数（千株）

株式数（千株）

4,385

0

-

4,386

4,385

0

-

4,386

（注）１. 取締役等に対する株式給付信託（BBT）に係る信託口が保有する当社株式 99 千株は、自己保有株式ではないた
め、自己株式の数に含めておりません。
２. 普通株式の自己株式の株式数の増加 0 千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．準備金から剰余金への振替に関する事項
今後の資本政策の柔軟性、機動性を確保するため、会社法第 448 条第１項の規定に基づき、資本準備金 33,076 百
万円のうち 20,000 百万円を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えております。
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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
（流動の部）
繰延税金資産

賞与引当金否認
棚卸資産評価損否認

2,103 百万円
893

税務上の売上高認識額
未払金否認

777
406

未払事業税否認
受注損失引当金否認

388
86

アフターコスト引当金否認
その他

85
72

小計

4,814
△7

合計

4,806 百万円

評価性引当額

（固定の部）
繰延税金資産

減価償却費損金算入限度超過額
資産除去債務否認
投資有価証券評価損否認
関係会社株式評価損否認

78
36

その他

82
小計

1,901
△178

合計
前払年金費用

1,722
△564

その他有価証券評価差額金
有形固定資産

△494
△111

評価性引当額
繰延税金負債

1,231 百万円
472

繰延税金資産の純額

551 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

30.9 ％

（調整）
関係会社株式売却益

△4.6

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

△2.2

税額控除

△1.7

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.6

その他

△0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率

22.6 ％
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（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
属性

会社等の
名称

住所

資本金
（百万円）

事業の
内容

議決権等の
被所有割合

事業上の
関係

取引の内容

取引金額

科目

（百万円）

当事業年
度末残高
（百万円）

(資金の寄託)

親会社

伊藤忠商
事㈱

大阪市
北区

253,448

総合
商社

同社商品の
購入及び当
社商品の販
売等

直接
58.3%

-

資金の寄託契約
(期間設定あり）

(資金の払戻)

関係会社
預け金

23,000

関係会社
預け金

16,944

2,000
資金の寄託契約

-

(随時引出可能）

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 取引条件に関しては、資本関係のない会社と通常取引する場合と同様の条件であります。
(2) 資金の寄託契約の利率に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
２. 資金の寄託契約(随時引出可能)に関しては、伊藤忠商事㈱のキャッシュマネジメントサービスの利用により資
金が移動するため、取引金額は記載せず、当事業年度末残高のみ記載しております。
２．子会社及び関連会社等
属性

子会社

子会社

会社等の
名称

シーティ
ーシー・テ
クノロジ
ー㈱

CTC シ ス
テムマネ
ジメント
㈱

住所

東京都
千代田区

東京都
千代田区

資本金
（百万円）

450

300

事業の
内容

システム
保守･サポ
ート

システム
運用･業務
運用･運用
管理・サポ
ート

議決権等の
所有割合

事業上の
関係

直接
100.0%

システム保
守・サポート
事業の委託
等

コンピュー
タ運用業務
の委託等

直接
100.0%

取引の内容

取引金額

科目

（百万円）

当事業年度
末残高
（百万円）

保守業 務の委
託等

29,905

同社株式の売却

4,471

-

-

関係会社株式売
却益

4,460

-

-

資金の寄託契約

-

買掛金

預り金

5,187

5,510

（注）１. 取引金額には消費税等は含まず、当事業年度末残高には消費税等を含んで表示しております。
２. 取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 取引条件に関しては、資本関係のない会社と通常取引する場合と同様の条件であります。
(2) 資金の寄託契約の利率に関しては、市場金利を勘案し、個別に決定しております。
(3) 子会社株式の譲渡価額は、対象となった会社の純資産を基に算定しております。
３. 資金の寄託契約に関しては、当社のキャッシュマネジメントサービス等の利用により資金が移動するため、取
引金額は記載せずに、当事業年度末残高のみ記載しております。
４. 株式売却に関しては、グループにおけるより効率的な資本政策の実現を図ることを目的として、当社が保有す
る連結子会社シーティーシー・テクノロジー㈱の株式の一部を同社へ売却いたしました。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額

846 円 36 銭

１株当たり当期純利益

101 円 40 銭

（注）当社は、2018 年４月１日を効力発生日として普通株式１株に対して２株の割合で株式分割を行っており、当事
業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定してお
ります。
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（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
当社は、2017 年２月 10 日開催の取締役会において、当社の連結子会社である CTC ライフサイエンス株式会社を吸
収合併することを決議し、2017 年４月１日付で吸収合併いたしました。
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業

CTCライフサイエンス株式会社

事業の内容

製薬・化学・食品業界向け管理・分析システムの販売・保守、コンピュータ・ネットワーク
システムの販売・保守、ソフトウェア受託開発、その他

② 企業結合日
2017年４月１日
③ 企業結合の法的形式
当社を存続会社としCTCライフサイエンス株式会社を消滅会社とする吸収合併方式で、CTCライフサイエンス
株式会社は解散いたしました。
④ 結合後企業の名称
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
⑤ 取引の目的
被合併会社であるCTCライフサイエンス株式会社は、製薬・化学関連企業の研究・開発部門を主要顧客として、
業界に特化した管理・分析システム等の販売・保守を主な事業としてまいりました。一方で、近年では同業界に
おけるAI・IoT等の活用が進んでおり、同分野に強みを持つ当社と一体となることで、シナジー最大化及びグル
ープの経営効率の向上を図るべく同社を吸収合併いたしました。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号

2013年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

2013年９月13日）に基づき、共通支配下の取

引として会計処理を行っております。
なお、当該合併に伴う、抱合せ株式消滅差益89百万円を特別利益（その他）として計上しております。

（重要な後発事象に関する注記）
株式分割
当社は、2018年２月１日開催の取締役会において、2018年４月１日を効力発生日として株式分割を行うことについ
て決議しております。
(1) 株式分割の目的
株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整え、
投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。
(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
2018年３月31日（当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2018年３月30日）を基準日として、同
日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を１株につき、２株の割合をもって分割しま
した。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数

120,000,000株

今回の分割により増加する株式数

120,000,000株

株式分割後の発行済株式総数

240,000,000株

株式分割後の発行可能株式総数

492,000,000株

③ 分割の日程
基準日公告日

2018年３月９日（金曜日）

基準日

2018年３月31日（土曜日）

効力発生日

2018年４月１日（日曜日）

（当日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2018年３月30日）

なお、「１株当たり情報」は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して算出しております。
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