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第122期 連結計算書類の連結注記表

第122期 計算書類の個別注記表
（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第14条に基づき、インターネット上の当社

ウェブサイト（https://www.jtekt.co.jp）に掲載することにより、株主の皆様に提供し

ております。



連 結 注 記 表

1．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」)に準拠して作成し
ています。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目の一部を省略してい
ます。

(2) 連結の範囲に関する事項
①連結子会社の数 143社

主要な連結子会社については「第122期 事業報告」の「１当社グループの現況に関する事項 ８.重要な子
会社の状況」に記載のとおりであります。

②非連結子会社
TOYODA MACHINERY EUROPE GMBH.他
非連結子会社について連結の範囲から除外した理由
非連結子会社の総資産、売上収益、当期利益及び利益剰余金等からみて、いずれも小規模であり、全体と
しても連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりませんので、連結の範囲から除外しております。

(3) 持分法の適用に関する事項
①持分法適用会社の数 16社

主要な持分法適用会社は、三井精機工業株式会社であります。
②持分法を適用していない主要な非連結子会社及び関連会社

(非連結子会社) FUJI AUTOTECH AUTOPECAS DO BRASIL LTDA.
(関連会社) 東京エッチ・アイ・シー株式会社
非連結子会社及び関連会社について持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、当期利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ないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(4) 連結の範囲及び持分法適用の異動状況に関する事項
①連結子会社

新規設立による新規連結 1社
KOYO THERMO SYSTEMS (EUROPE) GMBH

他の子会社との合併による除外 4社

コーヨー久永株式会社
静岡コーヨー株式会社
KOYO ROLAMENTOS DO BRASIL LTDA.
FUJI AUTOTECH MOROCCO S.A.S.

売却による除外 2社

TOYOOKI (TAIWAN) INDUSTRIAL CO., LTD.
HYDROPERFECT INTERNATIONAL INC.

清算による除外 4社

株式会社戸谷製作所
KOYO STEERING SYSTEMS ROMANIA S.R.O.
JTEKT AUTOMOTIVE TEXAS, LP.
大連捷太格特創新汽車部件有限公司

重要性の低下による除外 1社

FUJI AUTOTECH AUTOPECAS DO BRASIL LTDA.
②持分法適用会社

該当ありません。
(5) 連結子会社の事業年度等に関する事項

一部の連結子会社の決算日は12月31日であるため、連結決算日における仮決算による計算書類を連結してお
ります。

(6) 会計方針に関する事項
①金融商品
ⅰ) 非デリバティブ金融資産

当社グループは、金融資産をその性質・目的により、償却原価で測定する金融資産、FVTOCIの金融資産
及びFVTPLの金融資産に分類しており、当初認識時において分類を決定しております。通常の方法による
金融資産の売買は、取引日において認識又は認識の中止を行っております。

ａ) 認識及び測定
(償却原価で測定する金融資産)
当社グループは次の条件がともに満たされる場合に償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事業モデルに基づ

いて、資産が保有されている場合
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フロー

が特定の日に生じる場合
償却原価で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値に取得に直接起因する取引コストを加えた額で
測定し、当初認識後は、実効金利法により償却原価で測定しております。
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(FVTOCIの金融資産)
当社グループは当初認識時に、資本性金融商品への投資における公正価値の変動をその他の包括利益と
して認識することに指定し(取消不能)、当該指定を継続的に適用しております。FVTOCIの資本性金融商
品は当初認識後に公正価値で測定し、その変動をその他の包括利益で認識し、直ちにその他の資本の構
成要素から利益剰余金に振り替えており、事後的に純損益に振り替えることはありません。

(FVTPLの金融資産)
償却原価で測定する金融資産及びFVTOCIの金融資産を除く金融資産は、公正価値で測定し、その変動を
当期利益として認識しております。

ｂ) 金融資産の認識の中止
当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、又は、
当該金融資産の所有にかかるリスク及び便益を実質的にすべて移転する取引において、金融資産から生
じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合に、当該金融資産の認識を中止してお
ります。

ｃ) 償却原価で測定する金融資産の減損

当社グループは、償却原価で測定する金融資産について、毎期末日に予想信用損失に対する貸倒引当金

を評価して認識しております。

期末日に、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識後に著しく増大している場合には、予測情報を含

めた合理的で裏付け可能な情報をすべて考慮して、当該金融商品に係る貸倒引当金を全期間の予想信用

損失に等しい金額で測定しております。そのような情報には、特に、以下の指標が組み込まれておりま

す。

・外部信用格付(入手可能な範囲)

・事業状況、財務状況又は経済状況の実際の又は予想される不利な変化のうち、借手が債務を履行す

る能力の著しい変化を生じさせると予想されるもの

・同一の借手の他の金融商品に係る信用リスクの著しい増大

一方、信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融商品に係る貸倒引当金を

12か月の予想信用損失に等しい金額で測定しております。

ただし営業債権については、上記にかかわらず常に貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で

測定しております。

ⅱ) 非デリバティブ金融負債

当社グループは、当初認識時に公正価値から取引費用を直接控除して認識し、当初認識後は、実効金利

法により償却原価で測定しております。当社グループは、契約上の義務が免責、取消し又は失効となっ

た時に、金融負債の認識を中止しております。

ⅲ）デリバティブ

当社グループは、為替及び金利の変動リスクをヘッジするために、先物為替予約、金利スワップをヘッ

ジ手段として採用しております。これらのすべてのデリバティブについて、デリバティブの契約の当事

者となった時点で資産又は負債として当初認識し、公正価値により測定しております。ヘッジ会計を適

用する取引については、取引開始時に、ヘッジ手段とヘッジ対象との関係及び種々のヘッジ取引の実施

に係るリスク管理目的や戦略について文書化を行っております。また、ヘッジ開始時及びヘッジ期間中

に、ヘッジ取引に利用したデリバティブがヘッジ対象の公正価値又はキャッシュ・フローの変動を相殺

するために非常に有効であるかどうかについても継続的に評価を行っております。当社グループは、ヘ

ッジ会計を適用している重要な取引はありませんが、重要性のある外国為替及び金利リスクに対して、

デリバティブを使用して経済的にヘッジしております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い額で評価しております。取得原価は、購入原価、

加工費及び現在の場所及び状態に至るまでに要したすべての費用を含んでおります。正味実現可能価額は、

通常の事業の過程における見積売価から、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額であり

ます。取得原価は、主として総平均法により、工作機械等の製品及び仕掛品については個別法により算定し

ております。

③有形固定資産、無形固定資産及び使用権資産の償却方法

ⅰ) 有形固定資産

有形固定資産の減価償却は使用可能となった時点より開始され、以下の見積耐用年数にわたって定額法

により行っております。

建物及び構築物 3年から50年

機械装置及び運搬具 3年から15年

その他 2年から20年

なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、毎期末に見直しております。

ⅱ) 無形資産

ａ) 自己創設無形資産

開発資産の償却は、当該プロジェクトが終了した時点より開始され、当該開発資産が正味のキャッシ

ュ・インフローをもたらすと期待される期間にわたって定額法により行っております。なお、見積耐用

年数及び償却方法は、毎期末に見直しております。
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ｂ) その他の無形資産

耐用年数を確定できる無形資産は、当該資産が使用可能になった日から見積耐用年数にわたり、定額法

で償却しております。

その他の無形資産は主に自社利用のソフトウェア及び顧客関連資産であり、見積耐用年数は5年としてお

ります。見積耐用年数及び償却方法は毎期末に見直しております。

耐用年数を確定できない無形資産は、償却を行わず減損テストの上、取得原価から減損損失累計額を控

除した帳簿価額で表示しております。減損テストは、毎年又は減損の兆候が存在する場合はその都度、

個別に又は各資金生成単位で実施しております。

ⅲ) 使用権資産

使用権資産は、リースの原資産の所有権がリース期間の終了時までに借手に移転する場合又は、使用権

資産の取得原価が購入オプションを行使することを反映している場合には、使用権資産を開始日から原

資産の耐用年数の終了時まで定額法で減価償却しております。それ以外の場合は、開始日から使用権資

産の耐用年数又はリース期間の終了時のいずれか早い時まで定額法で減価償却をしております。

④非金融資産の減損

当社グループは、棚卸資産及び繰延税金資産を除く非金融資産について、毎期末日に各資産又は資産が属す

る資金生成単位に対して減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合には、減損テス

トを実施しております。のれん、耐用年数を確定できない無形資産及びいまだ使用可能ではない無形資産に

ついては、毎年及び減損の兆候がある場合にはその都度、減損テストを実施しております。減損テストの方

法としてはその資産の回収可能価額を見積っております。個々の資産について回収可能価額を見積ることが

できない場合には、その資産の属する資金生成単位ごとに回収可能価額を見積っております。全社資産は独

立したキャッシュ・インフローを生み出していないため、全社資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰

属する資金生成単位の回収可能価額を算定して判断しております。回収可能価額は、資産又は資金生成単位

の処分コスト控除後の公正価値とその使用価値のうち高い方の金額で算定しております。資産又は資金生成

単位の帳簿価額が回収可能価額を超える場合は、その資産について減損を認識し、回収可能価額まで評価減

しております。また、使用価値の評価における見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間価値に関する現

在の市場評価及び当該資産に固有のリスク等を反映した税引前割引率を使用して、現在価値まで割引いてお

ります。処分コスト控除後の公正価値の算定にあたっては、利用可能な公正価値指標に裏付けられた適切な

評価モデルを使用しております。のれん以外の資産に関しては、過年度に認識された減損損失について、そ

の回収可能価額の算定に使用した想定事項に変更が生じた場合等、損失の減少又は消滅の可能性を示す兆候

が存在しているかどうかについて評価を行っております。そのような兆候が存在する場合は、当該資産又は

資金生成単位の回収可能価額の見積りを行い、その回収可能価額が、資産又は資金生成単位の帳簿価額を超

える場合、算定した回収可能価額と過年度で減損損失が認識されていなかった場合の減価償却控除後の帳簿

価額とのいずれか低い方を上限として、減損損失を戻し入れております。

⑤売却目的で保有する資産

継続的な使用よりも売却により主に回収が見込まれる資産又は資産グループのうち、期末日後1年以内に売却

する可能性が非常に高く、かつ現在の状態で即時に売却可能で、当社グループの経営者が売却を確約してい

る場合には、売却目的で保有する資産又は処分グループとして分類しております。売却目的で保有する資産

は減価償却又は償却は行わず、帳簿価額と売却費用控除後の公正価値のうち、いずれか低い方の金額で測定

しております。

⑥引当金の計上基準

引当金は、過去の事象の結果として、現在の法的又は推定的債務が存在し、当社グループが当該債務を決済

するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、債務の金額が信頼性をもって見積りができる場合に認

識しております。引当金の貨幣の時間的価値が重要な場合には、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間

的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割引いております。時の

経過に伴う割引額の割戻しは金融費用として認識しております。

主な引当金の計上方法は以下のとおりであります。

製品保証引当金

製品のアフターサービスの費用に備えるために、過去の実績を基礎にして製品保証費用及び経済的便益

の流出時期を見積り、認識しております。

⑦従業員給付

ⅰ) 退職後給付

ａ) 確定給付型制度

当社グループでは、確定給付型の退職年金及び退職一時金制度を設けております。

確定給付型制度に関連する連結会社の純債務は、制度ごとに区別して、従業員が過年度及び当年度にお

いて提供したサービスの対価として獲得した将来給付額を見積り、当該金額を現在価値に割引くことに

よって算定しております。この計算は、毎年、年金数理人によって予測単位積増方式を用いて行ってお

ります。制度資産の公正価値は当該算定結果から差し引いております。割引率は、将来の給付支払見込

日までの期間を基に割引期間を設定し、割引期間に対応した期末日時点の優良社債の利回りに基づいて

おります。数理計算上の差異は、その他の包括利益として認識し、即時に利益剰余金に振り替えており

ます。過去勤務費用は純損益として認識しております。
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ｂ) 確定拠出型制度

確定拠出型制度の退職給付に係る費用は、従業員がサービスを提供した期間に費用として認識しており

ます。

ⅱ) 短期従業員給付

短期従業員給付については、割引計算を行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として認識

しております。

賞与については、当社グループが、従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法

的及び推定的債務を負っており、かつその金額が信頼性をもって見積ることができる場合、それらの制

度に基づいて支払われると見積られる額を負債として認識しております。

ⅲ) その他の長期従業員給付

当社グループは、一定の勤続年数に応じた特別休暇や報奨金制度を有しております。その他の長期従業

員給付に対する債務額は、従業員が過年度及び当年度において提供したサービスの対価として稼得した

将来給付の見積額を現在価値に割引いた額で計上しております。割引率は、債務と概ね同じ満期日を有

する期末日の優良社債の利回りを使用しております。

⑧売上収益
当社グループは、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ1：顧客との契約を識別する
ステップ2：契約における履行義務を識別する
ステップ3：取引価格を算定する
ステップ4：取引価格を契約における別個の履行義務を配分する
ステップ5：履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する

当社グループは、自動車及び産機・軸受における電動パワーステアリングシステム、油圧パワーステアリン
グシステム、ドライブシャフト、ITCC、ローラーベアリング、ベアリングユニット、その他各種ベアリング
等の製品の販売、工作機械における研削盤、マシニングセンタ、工業用熱処理炉等の製品の販売及び関連サ
ービスを提供しております。当社グループにおける報告セグメントは、「自動車」と「産機・軸受」、「工作機
械」で構成されております。
「自動車」、「産機・軸受」及び「工作機械」の販売については、主に完成した製品を顧客に供給することを履
行義務としており、原則として、製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判
断し、当時点において収益を認識しております。「工作機械」の関連サービスは、据付、試運転等のサービス
を顧客に提供することを履行義務としており、当社グループが顧客との契約に基づく履行義務を施行した時
点で収益を認識しております。これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件に
より概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
また 、一定の売上収益を達成した販売代理店へ支払う報奨金については、毎期末に見積額を算出し、当期の
売上収益から控除しております。

⑨外貨換算
ⅰ) 外貨建取引

外貨建取引は、取引日における為替レートを用いて当社グループの各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、期末日の為替レートで機能通貨に再換算しております。公
正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及び負債は、当該公正価値の算定日における為替レートで機能
通貨に再換算しております。再換算及び決済により発生した換算差額は、その期間の純損益で認識して
おります。

ⅱ) 在外営業活動体
在外営業活動体の資産及び負債は、取得により発生したのれん及び公正価値の調整を含め、期末日の為
替レートで日本円に換算しております。在外営業活動体の収益及び費用は、平均為替レートで日本円に
換算しております。換算差額が生じた場合、その他の包括利益として認識しております。在外営業活動
体が処分され、支配が喪失された場合には、累積換算差額を処分した期に純損益に振り替えております。

⑩法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内子会社は、翌期からグループ通算制度を適用することとなります。また、法人税及び地
方法人税に係る税効果会計に関する会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を当期末から適用しております。

2．会計上の見積りに関する注記
固定資産の減損損失

当社グループでは、事業用資産については製品グループを基礎とし、遊休資産については物件毎に、また一

部子会社の資産については会社単位でグルーピングを行い、報告期間の末日ごとに減損の兆候の有無を判断

しております。減損の兆候が存在する場合は、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、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうち、いずれか高い金額としております。なお、使

用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間的価値及び当該資金生成単位の固有の

リスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割引いております。見積将来キャッシュ・フローに利

用した中期事業計画は、主要な仮定に該当し、経営環境等の企業要因に関する情報や販売戦略を考慮して見

積られた将来の売上予測や過去実績を踏まえた事業利益等に基づいております。当期において、減損損失と

して認識した金額は3,540百万円であり、連結損益計算書の「その他の費用」に含めております。
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これは市場の低迷や変化等により減損の兆候が認められ、今後の業績の見通し及び回収可能性を考慮した結

果、減損損失を認識したものです。このうち、フランス子会社の「自動車」セグメントに帰属する事業用資

産について、回収可能価額は主として使用価値を基礎としており、割引率10%を用いて見積将来キャッシュ・

フローを割引くことにより算定しております。

なお、当社の事業用資産(簿価151,798百万円)につきましては、当期においては減損の兆候を認識しておりま

せん。

当該見積りについて、将来の不確実な経済状況の変動等により見直しが必要となった場合、翌期以降の連結

計算書類において認識する減損損失の金額に影響を与える可能性があります。

3．連結財政状態計算書に関する注記
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,128,203百万円
(2) 担保に供している資産

建 物 及 び 構 築 物 1,477百万円
機械装置及び運搬具 2,717百万円

土 地 1,836百万円
そ の 他 15百万円

担保に係る債務の金額

短 期 借 入 金 252百万円

1年内返済予定の長期借入金 283百万円

長 期 借 入 金 559百万円

(3) 受取手形裏書譲渡高 －百万円

4．連結損益計算書に関する注記
(1) その他の収益及び費用
①その他の収益の内訳

(単位：百万円)

金 額

固定資産売却益 487

固定資産賃貸料 609

雇用調整助成金等 1,410

退職給付に係る負債戻入額 2,299

その他 4,133

合計 8,939

②その他の費用の内訳

(単位：百万円)

金 額

固定資産減損 3,540

独禁法対応費用 81

固定資産除却損 708

事業構造改善費用 1,334

操業休止関連費用 1,589

製品保証引当金繰入額 1,718

売却目的で保有する資産に係る評価減 1,390

その他 4,522

合計 14,885
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(2) 金融収益及び費用
①金融収益の内訳

(単位：百万円)

金 額

金融収益

受取配当金

FVTOCIの金融資産 2,288

受取利息

償却原価で測定する金融資産 1,291

為替差益 4,098

デリバティブ評価益 2,209

その他 578

合計 10,466

②金融費用の内訳

(単位：百万円)

金 額

金融費用

支払利息

償却原価で測定する金融負債 2,838

その他 581

合計 3,419

5．連結持分変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 普通株式

当期首株式数 343,286,307株

当期増加株式数 －株

当期減少株式数 －株

当期末株式数 343,286,307株

(2) 剰余金の配当に関する事項
①配当金の支払額

2021年4月28日開催の取締役会による配当に関する事項
配当金の総額 2,744,043,208円

1株当たり配当金 8円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年5月24日

2021年10月29日開催の取締役会による配当に関する事項
配当金の総額 2,744,034,016円
1株当たり配当金 8円
基準日 2021年 9月30日
効力発生日 2021年11月26日

②基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2022年4月28日開催の取締役会で次のとおり決議されました。

配当金の総額 3,430,031,860円

1株当たり配当金 10円

基準日 2022年3月31日

効力発生日 2022年5月24日

なお、配当原資につきましては、利益剰余金であります。
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6．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資本管理

当社グループは、持続的な企業価値の向上と安定的な配当の継続を見据え、財務健全性の確保と資本効率の
向上を図ってまいります。そのために、固定費の適正化をはじめとした収益力強化と事業資産の圧縮等の資
産効率向上の取組みにより、資金の確保と有利子負債の削減を行ってまいります。
また、持続的成長のために、研究開発やIT・人づくり等の経営基盤強化のための先行投資に加え、新規事業
や成長市場へ戦略的に投資を行ってまいります。
なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。

②信用リスク
信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当社グループに財務
上の損失が発生するリスクであります。具体的には当社グループは以下のような信用リスクに晒されており
ます。まず、当社グループの営業債権及びその他の債権は、顧客及び取引先の信用リスクに晒されておりま
す。また、政策的な目的のため保有している株式等は、発行体の信用リスクに晒されております。
さらに、当社グループが為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジする目的で行っているデリバティブ取
引については、これらの取引の相手方である金融機関の信用リスクに晒されております。

ⅰ) リスク管理
営業債権について、各社ごとの与信管理規定等に基づいて、取引先に対して与信限度額を設定し、取引
先の財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図るため、期日経過債権の回収期間、経験値
並びに現在の経営環境や将来の見通しを含む様々な要因を考慮し、取引先ごとの期日管理及び残高管理
を行っております。当社グループの債権について、特定の相手先又はその相手先が所属するグループに
対して、過度に集中した信用リスクは負っておりません。信用リスクでは当社グループのデリバティブ
取引の相手先は、信用度の高い金融機関であるため、相手方の契約不履行による信用リスクは、ほとん
どないと判断しております。また、当社グループは、余資運用・デリバティブ取引について、信用リス
クの発生を未然に防止すべく、各社の社内規程及びこれに付随して細目を定める各規定に基づき、財
務・経理担当部門が、当該案件ごとに権限規定に定める決裁権者による稟議決裁を受け、格付の高い金
融機関との間でのみ行うこととしております。

ⅱ) 営業債権
当社グループは、営業債権の予想損失の測定にIFRS第9号「金融商品」の単純化したアプローチを適用し
ております。予想信用損失はすべての営業債権に対し、全期間貸倒引当金を使用しております。貸倒引
当金は36ケ月間にわたる売上の支払プロファイルとこの期間内の対応する実績信用損失を基に決定され
た予想損失額で測定されます。客先の債権決済能力に影響するマクロ経済的要因を考慮し、関連性のあ
る現在及び将来の経済状況を反映するために、実績損失率を調整しております。

ⅲ) 償却原価で測定するその他の金融資産
償却原価で測定するその他の金融資産については、信用リスクが著しく増加していると判断したものは
無く、その帳簿価額に対する信用リスクに重要性はありません。

③市場リスク
ⅰ) 為替リスク管理

当社グループは、グローバルな事業活動を展開しており、機能通貨以外の通貨で実施する取引から発生
する為替変動リスクに晒されております。為替変動リスクを管理するため、為替予約や通貨スワップ等
を利用し、為替変動リスクをヘッジしております。

ⅱ) 金利変動リスク
変動金利の有利子負債は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部につい
ては、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、金利スワップ取引を利用して
おります。

ⅲ) 資本性金融商品の価格変動リスク
当社グループは、事業上の関係等を有する企業の上場株式を保有しており、資本性金融商品の価格変動
リスクに晒されております。当社グループは、上場株式の公正価値の変動状況を継続的にモニタリング
しております。

④流動性リスク
流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその
支払を実行できなくなるリスクであります。当社グループは、主な短期的な資金需要として、営業活動上の
運転資金に加えて、設備投資及び研究開発のための資金や配当支払等を見込んでおります。当社グループの
短期的な資金調達の源泉は主に営業活動によって獲得した現金及び金融機関からの借入や直接金融市場から
の資金調達に依存しております。当社グループは、かかる流動性リスクに備えるため、定期的に手元流動性
及び有利子負債の状況等を把握し、資金調達計画を作成するとともに、手元資金とコミットメントラインで
手元流動性を確保しております。なお、当社グループは、複数の主要金融機関と良好な関係を維持しており
ます。

(2) 金融商品の公正価値等に関する事項
①公正価値のヒエラルキー
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを以下のように分類しております。
レベル1：活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベル2：レベル1以外の、観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値
レベル3：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む、評価技法から算出された公正価値

レベル間の振替が行われた金融商品の有無は毎期末日に判断しております。当期において、レベル間の振替が
行われた金融商品はありません。
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②公正価値の測定
ⅰ) 現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務

短期間で決済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額によっております。
ⅱ) 社債及び借入金

社債は、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものはその将来キャッシュ・フロー
を新規に同様の社債発行を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。
短期借入金は、短期間で返済されるため、公正価値と帳簿価額が近似していることから、当該帳簿価額
によっております。長期借入金は、将来キャッシュ・フローを新規に同様の借入れを行った場合に想定
される利率で割引いた現在価値により算定しております。

ⅲ) その他の金融資産、その他の金融負債
上場株式は、期末の市場価格によって算定しております。非上場株式及び出資金は、類似会社の市場価
格に基づく評価技法、純資産に基づく評価技法等適切な評価技法を用いて測定した価格により算定して
おります。なお、観察不能なインプットである非流動性ディスカウントは30％としております。これら
の公正価値の測定は社内規程等に従い投資部門より独立した管理部門が実施しており、当該測定結果に
ついて適切な権限者が承認しております。債券は、取引所の価格又は取引金融機関から提供された価格
等により算定しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は、取引金融機関から
提供された金利等観察可能な市場データに基づき算定しております。

③償却原価で測定する金融商品
償却原価で測定する金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

帳簿価額
公正価値

レベル1 レベル2 レベル3

金融資産

債券等 250 － － 264

金融負債

借入金 211,761 － 213,196 －

社債 50,000 － 49,811 －

④経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の公正価値
経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

帳簿価額
公正価値

レベル1 レベル2 レベル3

デリバティブ資産 2,233 － 2,233 －

株式等

上場株式 69,232 69,232 － －

非上場株式 66,633 － － 66,633

その他の持分証券 1,139 － － 1,139

合計 139,239 69,232 2,233 67,772

デリバティブ負債 2,329 － 2,329 －

合計 2,329 － 2,329 －

各報告期間における、レベル3に分類された金融商品の増減は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

金 額

期首残高 54,424

その他の包括利益に含まれている利得及び損失 13,457

購入 68

売却 △178

期末残高 67,772

その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
に関するものであり、連結包括利益計算書上、「FVTOCIに指定した資本性金融商品への投資による損益」に含
めております。
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7．賃貸等不動産に関する注記
重要性が乏しいため記載を省略しております。

8．収益認識に関する注記
(1) 収益の分解

当社グループは、「自動車」、「産機・軸受」、「工作機械」の3つを報告セグメントとしております。売上収益の推

移等の経済的特徴が概ね類似している事業セグメント「ステアリング」、「駆動」の2つのセグメントを集約し、報

告セグメント「自動車」としております。収益は当社グループの事業拠点の所在地に基づき地域別に分解してお

ります。これらの分解した収益と各報告セグメントの売上収益との関連は以下のとおりであります。

なお、当社グループではリース事業に係る収益の金額をその他の源泉から生じた収益として認識しておりますが、

重要性がないため記載を省略しております。

(単位：百万円)

日本 欧州 北米
アジア・
オセアニア

その他の
地域

合計

ステアリング 188,993 112,508 125,399 246,149 17,273 690,324

駆動 175,576 8,857 40,275 50,329 － 275,039

自動車 364,570 121,366 165,674 296,478 17,273 965,363

産機・軸受 145,767 38,224 67,257 52,471 7,867 311,588

工作機械 70,126 801 61,814 16,676 31 149,449

その他 2,017 － － 7 － 2,025

工作機械 72,143 801 61,814 16,684 31 151,474

合計 582,481 160,391 294,746 365,634 25,172 1,428,426

(2) 契約残高

顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高は以下のとおりであります。
(単位：百万円)

金 額

顧客との契約から生じた債権 279,320

契約負債 4,606

顧客との契約から生じた債権は、「営業債権及びその他の債権」に、契約負債は、「営業債務及びその他の債務」

に、連結財政状態計算書上、計上しております。

当期に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は3,658百万円であります。また、当期

において、過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。

また、当期において、契約負債の残高に重大な変動はありません。

(3) 残存履行義務に配分した取引金額

当初の予想期間が1年を超える残存履行義務に配分した重要な取引価格はありません。

なお、当社グループは実務上の便法を適用し、当初の予想期間が1年以内の残存履行義務に関する情報は記載して

おりません。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

9．1株当たり情報に関する注記
(1) 1株当たり親会社所有者帰属持分 1,819円47銭

(2) 基本的1株当たり当期利益 60円31銭

10．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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個 別 注 記 表

1．重要な会計方針に係る事項に関する注記
貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用した重要な会計処理の原則及び手続は次のとおりであります。
(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

市場価格のない株式等以外のもの…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)

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
ただし、工作機械等の製品及び仕掛品については個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法)を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……………………………定額法
無形固定資産……………………………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)に基づく定額法を採用してお
ります。

(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金
期末現在に有する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。

役員賞与引当金
役員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

製品保証引当金
製品納入後に発生する製品保証費用の支出に充てるため、過去の実績を基礎にして当期に対応する発生予
想額を計上しております。

退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、期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、当期末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。
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期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
数理計算上の差異については、各期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
又は15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。
過去勤務費用については、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。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結財政状態計算書と
異なります。

環境対策引当金
建物及び設備等に使用されているアスベスト及びポリ塩化ビフェニル(PCB)の除去、処分等に係る支出に備
えるため、今後発生すると見込まれる費用を計上しております。

(5) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
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を、特例処理の要件を満たしている金利通貨
スワップ及び金利スワップについては特例処理を行っております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…先物為替予約取引、金利通貨スワップ及び金利スワップ取引
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務、借入金の元本部分、及び変動金利の借入金利息

③ ヘッジ方針
市場相場変動に伴うリスクの軽減を目的として利用する方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ相場変動又はキャッシュ・フロー変動
リスクを完全に相殺するものと想定されるため、有効性の判定は省略しております。
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(6) 収益の計上基準
当社は、下記の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ1：顧客との契約を識別する

ステップ2：契約における履行義務を識別する

ステップ3：取引価格を算定する

ステップ4：取引価格を契約における別個の履行義務を配分する

ステップ5：履行義務を充足した時点で(又は充足するに応じて)収益を認識する

当社は、自動車及び産機・軸受における電動パワーステアリングシステム、油圧パワーステアリングシステ
ム、ドライブシャフト、ITCC、ローラーベアリング、ベアリングユニット、その他各種ベアリング等の製品
の販売、工作機械における研削盤、マシニングセンタ、工業用熱処理炉等の製品の販売及び関連サービスを
提供しております。当社グループにおける報告セグメントは、「自動車」と「産機・軸受」、「工作機械」で構
成されております。
「自動車」、「産機・軸受」及び「工作機械」の販売については、主に完成した製品を顧客に供給することを
履行義務としており、原則として、製品の納入時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると
判断し、当時点において収益を認識しております。「工作機械」の関連サービスは、据付、試運転等のサービ
スを顧客に提供することを履行義務としており、当社が顧客との契約に基づき当該サービスを提供した時点
で履行義務が充足したと判断し、当時点において収益を認識しております。これらの履行義務に対する対価
は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおり
ません。
「自動車」及び「産機・軸受」製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される
時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、製品の海外の販売に
おいて、船荷証券の発行日(B/L date)に収益を認識しております。国際貿易に関する取引条件と定義したル
ールであるインコタームズの条件は、CIF、CIP、FOB等であり、D条件と呼ばれる取引はありません。
なお、一定の売上収益を達成した販売代理店へ支払う報奨金については、毎期末に見積額を算出し、当期の
売上収益から控除しております。

2．会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年３月31日)等を当期の期首から適用し、約束した財又
はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この結果、従来の方法に比べ、当期の売上高は1,303百万円、売上原価は1,113百万円、販売費及び一般管理費は
190百万円、それぞれ減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。
なお、当該会計基準等の適用については、当該会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており
ますが、当期の期首に純資産に反映される累積的影響額はありません。

3．表示方法の変更
貸借対照表
前期において、流動資産の「その他」に含めておりました「短期貸付金」(前期13,710百万円)については、重要
性が高まったため、当期において区分掲記しております。

損益計算書
前期において区分掲記しておりました「独禁法対応費用」(当期70百万円)については、金額が僅少となったため、
当期においては営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
前期において区分掲記しておりました「独禁法関連損失」(当期10百万円)については、金額が僅少となったため、
当期においては特別損失の「その他」に含めて表示しております。

4．会計上の見積りに関する注記
(1) 固定資産の減損

① 当期の減損損失計上額 26百万円

② 減損検討対象資産の識別方法と当期の結果
固定資産を事業セグメントごとにグルーピングし、事業セグメントごとの営業活動から生じる損益が継続
してマイナスの場合、当該事業セグメントの資産グループについて減損の兆候を識別し、減損損失の認識
の判定を実施しております。
当期において、減損の兆候の有無を検討した結果、減損の兆候は無いものと判断しております。
なお、当期の減損損失計上額は遊休資産に係るものであります。

③ 減損損失の認識の判定の方法
当該資産グループの回収可能価額を見積り、帳簿価額と比較しております。回収可能価額は、見積将来キ
ャッシュ・フローを、貨幣の時間価値に関する現在の市場評価及び当該資産に固有のリスク等を反映した
税引前割引率を使用して、現在価値まで割引いた、使用価値を使用しております。

― 11 ―



④ 減損損失の認識の判定に使用する基礎数値の決定方法
見積将来キャッシュ・フロー
取締役会等で承認された中期事業計画に基づいて予測しております。当該予測には、経営環境等の企業
の外部要因に関する情報や販売戦略を考慮して見積られた将来の売上予測や営業利益率等の仮定が含ま
れます。

税引前割引率
該当事業セグメントの同業他社株価等をもとに算定した加重平均資本コスト(WACC)を使用しております。

⑤ 翌期の計算書類への影響
当期において営業活動から生じる損益がマイナスであった事業セグメントについて、翌期においても営業
活動から生じる損益がマイナスであった場合、減損の兆候を識別し、減損損失の認識の判定をいたします。
当該判定の結果、回収可能価額が帳簿価額を下回った場合、翌期に減損損失を計上する可能性があります。

(2) 関係会社株式等の評価損
① 当期の関係会社株式等の評価損 2,398百万円

② 関係会社株式等の評価方法
原則として、取得価額をもって貸借対照表に計上しております。ただし、時価が著しく下落し、回復する
見込みがない場合には、当該時価をもって計上しております。

③ 時価の算定方法
株式等の発行会社の財政状態を確認し、当社持分の実質価額をもって時価としております。当該時価が、
株式等の取得価額と比較して著しく下落している場合、5年以内に回復が見込めるか否かを検討し、回復が
見込めない場合、時価まで株式簿価を減額し、評価損を計上しております。
当期においては、時価が著しく下落した3銘柄すべてについて、回復可能性なしとして評価損を計上してお
ります。

④ 時価の算定と回復可能性の判定に使用した基礎数値の決定方法
株式等の発行会社の財政状態の確認には、各関係会社の決算日までに入手し得る直近決算時の純資産額を
使用しております。当該純資産に重要な影響を与える事象の発生があった場合は、それを織り込んだ価額
を使用しております。また、回復が見込めるか否かについては、各関係会社で作成され、取締役会等で承
認された中期事業計画に基づいて判断しております。当該予測には、経営環境等の関係会社を取り巻く外
部要因に関する情報や販売戦略を考慮して見積られた将来の売上予測や営業利益率等の仮定が含まれます。

⑤ 翌期の計算書類への影響
各関係会社の四半期決算時の純資産額には、各種会計上の見積りを含みます。当該見積りについて、将来
の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌期以降の計算書類において認識する評
価損の金額に影響を与える可能性があります

5．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 463,413百万円

(2) 有形固定資産の圧縮記帳実施額 －百万円
(3) 関係会社に対する短期金銭債権 145,029百万円

関係会社に対する長期金銭債権 34,378百万円
関係会社に対する短期金銭債務 119,620百万円

(4) 保証債務 49,843百万円
保証予約 25,762百万円

6．損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高

売 上 高 386,212百万円
仕 入 高 176,054百万円
営業取引以外の取引高 25,774百万円

(2) 特別損失の「貸倒引当金繰入額」は、関係会社への貸付金に対するものであります。

7．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の株式数に関する事項

株式の種類 普通株式
当期首株式数 280,906株
当期増加株式数 2,309株
当期減少株式数 94株
当期末株式数 283,121株

(注) 自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

8．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、未払賞与・未払費用・貸倒引当金・製品保証引当金・退職給付引当金の否認、
減価償却限度超過額等であります。
なお、当社は、翌期からグループ通算制度を適用することとなります。また、法人税及び地方法人税に係る税効果
会計に関する会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱
い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を当期末から適用しております。
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9．関連当事者との取引に関する注記

名 称

関連当事者の総
株主の議決権の
総数に占める当
社が有する議決
権の数の割合

(％)

当社の総株主の
議決権の総数に
占める関連当事
者が有する議決
権の数の割合

(％)

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)

トヨタ自動車
株式会社

直接 0.1
直接 22.5
間接 0.2

関係会社
「自動車」、「産機・軸受」
、「工作機械」
製品の販売 (注)1

229,498 売掛金 30,898

KOYO BEARINGS NORTH
AMERICA LLC
(アメリカ)

間接 100.0 ― 子会社
「自動車」製品
の販売 (注)1

20,966 売掛金 11,132

JTEKT NORTH AMERICA
CORPORATION
(アメリカ)

直接 100.0 ― 子会社

資金の貸付(注)2
利息の受取(注)2

18,941
141

短期・長期貸付金 36,781

債務の保証(注)3
保証料の受取
(注)3

34,933
77 ― ―

JTEKT EUROPE S.A.S.
(フランス)

直接 98.1 ― 子会社

資金の貸付(注)2
利息の受取(注)2

5,702
15

長期貸付金 18,387

貸倒引当金の繰入れ 18,387 貸倒引当金 18,387

債務の保証(注)3
保証料の受取
(注)3

25,394
26 ― ―

JTEKT EUROPE BEARINGS
B.V.
(オランダ)

直接 100.0 ― 子会社

資金の貸付(注)2
利息の受取(注)2

13,469
115

短期貸付金 14,060

債務の保証(注)3 9,590 ― ―

捷太格特（中国）
投資有限公司
(中国)

直接 100.0 ― 子会社
余剰資金の受託
(注)4
利息の支払(注)4

19,595

723
預り金 26,249

JTEKT ASIA PACIFIC
CO., LTD.
(タイ)

直接 100.0 ― 子会社
余剰資金の受託
(注)4
利息の支払(注)4

20,734

242
預り金 27,824

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
1．上記取引については、市場価格、総原価を勘案して、毎期価格交渉の上、決定しております。
2．金銭の貸付については、市場金利及び取引条件等を勘案して利率を合理的に決定しており、事業の運転資金

として当社より直接貸付けております。なお、取引金額には期中の平均貸付高を記載しております。
3．金融機関からの借入れに対して債務の保証を行ったものであり、保証料は一般的取引と同様に決定しており

ます。
4．受託の利率については、市場金利及び取引条件等を勘案して合理的に決定しております。なお、取引金額に

は期中の平均受託額を記載しております。

10．1株当たり情報に関する注記
(1) 1株当たり純資産額 1,040円71銭
(2) 1株当たり当期純利益 92円79銭

11．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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