
1.貸借対照表

2.損益計算書

3.決算公告に関する注記

（株主資本等変動計算書に関する注記除く）

1（決算公告）

　　貸借対照表、損益計算書及び決算公告に関する注記を公告する。

2（決算公告に関する法律）

　　決算公告は、会社法第440条第1項の規定により、貸借対照表（大会社［当社］は、

　　貸借対照表及び損益計算書）を公告する。

3（ＨＰに記載された内容）

　「会社法」第440条第3項の規定に基づき、貸借対照表および損益計算書を同条第1項

　の公告に代えて掲載しております。

第 53 期 決 算 公 告



(資産の部) (負債の部)

流動資産 6,675,042 流動負債 11,806,164

331,784 買掛金 2,880,598

3,864,391 短期借入金 5,682,000

2,357,250 一年内返済予定の長期借入金 765,827

5,862 未払金 574,599

未収入金 91,360 未払費用 1,575,793

24,392 296,063

25,856

5,425

固定資産 20,999,487 固定負債 5,411,005

20,655,925 長期借入金 4,828,818

927,678 退職給付引当金 582,187

2,501,826

16,360,779 負債合計 17,217,169

33,532

21,488

810,620 10,456,210

22,347 資本金 9,000,000

21,325 利益剰余金 1,456,210

950 利益準備金 378,000

電話加入権 72 その他利益剰余金 1,078,210

投資その他の資産 321,214 繰越利益剰余金 1,078,210

投資有価証券 7,356 評価・換算差額等 1,149

出資金 1,700 その他有価証券評価差額金 1,149

繰延税金資産 309,447

その他 2,709

10,457,359

資産合計 27,674,529 27,674,529

分類　/　公開

戸畑共同火力株式会社

未払法人税等

その他

（単位　千円）

(２０２０年３月３１日現在)

機械及び装置

貸   借   対   照   表

工具、器具及び備品

その他

有形固定資産

建物

構築物

科          目

未払消費税等

金     額

貯蔵品

前払費用

金     額科          目

現金及び預金

売掛金

純資産合計

負債純資産合計

土地

建設仮勘定

(純資産の部)

無形固定資産

株主資本

ソフトウエア仮勘定

ソフトウェア



49,145,563

48,505,324

売上総利益 640,239

377,225

営業利益 263,013

451

雑収益 5,594 6,045

37,039

固定資産除却損 77,746

固定資産売却損 39,837

2,858 157,481

経常利益 111,577

税引前当期純利益 111,577

法人税及び住民税 4,479

法人税等調整額 23,835 28,314

当期純利益 83,262

分類　/　公開

戸畑共同火力株式会社

 損　　益　　計　　算　　書

       (自２０１９年４月１日  　至２０２０年３月３１日)

（単位　千円）

科                目 金                額

雑損失

販売費及び一般管理費

営業外収益

受取利息及び配当金

売上高

売上原価

営業外費用

支払利息



戸畑共同火力株式会社

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　有価証券は、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出）によっている。

②　貯蔵品は、総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）によっている。

(2)　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法（1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月1日

以降取得した建物附属設備、構築物については定額法）を採用している。

(3)　退職給付引当金の計上基準

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に基づき、当事業年度において

発生していると認められる額を計上している。

(4)　ヘッジ会計の方法

 液化天然ガス購入に伴い発生する外貨建金銭債務について、将来の為替相場等の変動リスクを回避する

ため為替予約を行っており、その会計処理は振当処理によっている。

(5)　消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

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 87,752,323 千円

(2)　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

①  短期金銭債権 3,954,540 千円

②  短期金銭債務 2,611,807 千円

3．損益計算書に関する注記

(1)　関係会社との取引高

①　営業取引による取引高

 　　売上高 49,143,563 千円

　 　仕入高 37,568,894 千円

分類　/　公開

決　算　公　告　に　関　す　る　注　記

自　２０１９年４月　１日

至　２０２０年３月３１日



4．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

（単位：千円）

繰延税金資産

 退職給付引当金 162,488

 未払事業税 82,011

 繰越欠損金 57,847

 未払賞与 27,286

 減価償却限度超過額 15,749

 その他 19,198

繰延税金資産小計 364,582

 評価性引当額 △ 54,689

繰延税金資産合計 309,893

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 445

繰延税金負債合計 △ 445

繰延税金資産の純額 309,447

（注）当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれている。

（単位：千円）

固定資産－繰延税金資産 309,447

(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間に重要な差異があるときの、当該差異の

 原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率

　（調整）

評価性引当額の増減

法人税等均等割

交際費等の損金不算入

その他 0.1

　税効果会計適用後の法人税等の負担率

分類　/　公開

27.9

25.4

（単位：％）

△ 7.2

0.6

4.0



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

　　　　当社は、資金運用については普通預金に限定している。また、投資有価証券は、上場株式であり、四半期毎に時

　　　価の把握を行っている。

　　　　長期借入金の使途は、設備資金である。また、短期借入金の使途は、その他改良工事並びに事業資金である。

         なお、デリバティブ取引についてはデリバティブ取引管理基準に従い、借入金の金利変動リスク及び買掛金の為

　　  替リスクのヘッジ目的に限定して行っている。

　(2)　金融商品の時価等に関する事項

　　　　 当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりである。

　①　現金及び預金 331,784 　-

　②　売掛金 3,864,391 　-

　③　未収入金 91,360 　-

　④　投資有価証券

　　　　  その他有価証券 7,356 　-

　⑤　買掛金 （ ） （ 2,880,589 ） 　-

　⑥　短期借入金 （ ） （ 5,682,000 ） 　-

  ⑦　未払金 （ ） （ 574,599 ） 　-

　⑧　未払費用 （ ） （ 1,575,793 ） 　-

　⑨　未払法人税等 （ ） （ 296,063 ） 　-

　⑩　未払消費税等 （ ） （ 25,856 ） -

　⑪　長期借入金(一年内返済予定の長期借入金を含む) （ ） （ 5,645,693 ） △ 51,048

　⑫　デリバティブ取引 　- 　-

(※.1)　負債に計上されているものについては、(　)で示している。

(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、②売掛金、並びに③未収入金

　　　　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。

　④　投資有価証券

　　　　時価について、株式は取引所の価格によっている。

　⑤　買掛金、⑥短期借入金、⑦未払金、⑧未払費用、⑨未払法人税等、並びに⑩未払消費税等

　　　　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。

　⑪　長期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む）

　　　 変動金利による借入を行っているものの時価は、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大

 　 きく異なっていないことから、当該帳簿価額によ っている。また、固定金利による借入を行っているものの時価は、一

　　定の期間ごとに区分した当該長期借入金の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いる。

　-

2,880,589

（単位：千円）

 貸借対照表計上額

   (※.1)

5,682,000

574,599

1,575,793

5,594,645

7,356

科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 時価(※.1)

分類　/　公開

25,856

差額

3,864,391

91,360

331,784

296,063



　⑫　デリバティブ取引

　　　 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、

　  当該買掛金の時価に含めて記載している(上記⑤参照)。

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

属 性 会 社 等 議決権等の所有 関連当事者 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

の 名 称 （被所有）割合 との関係

その他の 九州電力 被所有 ・電力の販売 電力販売(※.1) 14,807,698 売掛金 826,037

関係会社 株式会社 50% ・役員の兼務 電力購入(※.2) 1,445,224 買掛金 102,317

ＬＮＧ購入(※.4) 4,753,545 買掛金 16,774

その他の 日本製鉄 被所有 ・電力の販売 電力販売(※.1) 33,536,567 売掛金 3,038,357

関係会社 株式会社 50% ・役員の兼務 蒸気販売(※.3) 799,298 未収入金 90,149

石炭購入(※.4) 15,280,250 買掛金 1,209,797

ガス購入(※.5) 10,315,210 買掛金 875,229

ＬＮＧ購入(※.4) 5,584,833 買掛金 386,671

（注）①　上記の金額のうち、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

　　　(※.1)　必要な費用を見積もり、当社が電力価格を九州電力（株）と日本製鉄（株）に提示し、価格交渉の上で決定

　　　　　　している。

　　　(※.2)　一般的な電力需給契約の価格によっている。

　　　(※.3)　必要な費用を見積もり、当社が蒸気販売価格を日本製鉄（株）に提示し、価格交渉の上で決定している。

　　　(※.4)　価格その他の取引条件は、市場価格等に基づき、決定している。

　　　(※.5)　九州電力（株）と日本製鉄（株）が協議した決定価格に基づき、当社と日本製鉄（株）が締結したガス受給

           　契約の価格によっている。

7．１株当たり情報に関する注記

　(1)　１株当たり純資産額

　(2)　１株当たり当期純利益額

（単位：千円）

11,619円29銭

92円　51銭

分類　/　公開


