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株主各位

第150期定時株主総会招集ご通知に
際してのインターネット開示情報

Ⅰ. 会社の新株予約権等に関する事項

Ⅱ. 業務の適正を確保するための体制

Ⅲ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

Ⅳ. 会社の支配に関する基本方針

Ⅴ. 連結持分変動計算書

Ⅵ. 連結注記表

Ⅶ. 株主資本等変動計算書

Ⅷ. 個別注記表

2018年６月４日

オリンパス株式会社

上記の事項は、法令および当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイト
（https://www.olympus.co.jp/ir/stock/meeting.html）に掲載する
ことにより、株主の皆さまに提供したものとみなされる情報です。
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Ⅰ．会社の新株予約権等に関する事項
１．新株予約権の内容の概要

発行決議日 新株予約権の数 目的である株式の
種 類 お よ び 数

新株予約権の
払 込 金 額

新株予約権の行使に
際 し て 出 資 さ れ る
財 産 の 価 額

行使期間 対象者

2013年８月８日
（第1回） 401個 普通株式

40,100株
1株当たり
2,940円 1株当たり1円 (注)１． 取締役および

執行役員
2014年６月26日

（第2回） 410個 普通株式
41,000株

1株当たり
3,625円 1株当たり1円 (注)１． 取締役および

執行役員
2015年６月26日

（第3回） 387個 普通株式
38,700株

1株当たり
4,415円 1株当たり1円 (注)１． 取締役および

執行役員
2016年６月28日

（第4回） 395個 普通株式
39,500株

1株当たり
3,582円 1株当たり1円 (注)１． 取締役および

執行役員
(注)１．①新株予約権者は、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の１年後から10年に限って新株予約権を行使すること

ができます。
②新株予約権者が、当社の取締役または執行役員退任後、当社の監査役に就任した場合は、新株予約権を行使することができるのは、監査役の

地位を喪失した日の翌日の１年後からの10年間とします。
③その他の条件は、「新株予約権割当契約書」において定めるところによります。

２．「新株予約権割当契約書」の定めに従い、執行役員の退職により上記新株予約権の数のうち第１回新株予約権が10個、第２回新株予約権が10
個、第３回新株予約権が３個、第４回新株予約権が15個、それぞれ減少しています。

２．当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権の状況

区　分 発行回次 個　数 目的となる株式の
種 類 お よ び 数 保有者数

取締役
（社外取締役を除く） 第1回新株予約権 95個 普通株式9,500株 4名

取締役
（社外取締役を除く） 第2回新株予約権 110個 普通株式11,000株 5名

取締役
（社外取締役を除く） 第3回新株予約権 113個 普通株式11,300株 5名

取締役
（社外取締役を除く） 第4回新株予約権 124個 普通株式12,400株 5名

－ 1 －
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Ⅱ．業務の適正を確保するための体制

　　当社は、生活者として社会と融合し、社会と価値観を共有しながら、事業を通して新しい価値を提案し、人々
の健康と幸せな生活を実現するという考え方を「Social IN（ソーシャル・イン）」と呼び、すべての活動の基本
思想としています。

　　当社は、この基本思想のもと、当社および子会社（以下、「オリンパスグループ」）の業務の有効性と効率性
ならびに財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制を整備し、運用するとともに、継続的な改善を図るも
のとしています。

1. 当社および子会社の取締役ならびにその使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを
確保するための体制
１当社は、オリンパスグループの取締役および使用人が法令および定款を遵守して職務を執行する体制を確保する

ため、オリンパスグループ企業行動憲章およびオリンパスグループ行動規範をはじめとする規程類を制定し、内
容の浸透を図るとともに、継続的な教育等によりオリンパスグループにおけるコンプライアンス意識の向上を推
進します。
２当社は、オリンパスグループのコンプライアンス体制を監督し改善するための組織として、社外取締役を委員長

とする「コンプライアンス委員会」を設置します。コンプライアンス推進体制として、コンプライアンス担当役
員（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）を任命するとともに、統括部門を設置します。統括部門は「グロ
ーバルコンプライアンスマネジメントシステム」に基づいたグループコンプライアンス体制の充実に向けた活動
を行います。また、使用人に対する教育やアセスメントに関する取り組みを継続的に実施します。なお、コンプ
ライアンスに関する問題を相談または通報する窓口として社内外にコンプライアンスヘルプラインを設置し、法
令違反等が発生または発生する可能性があると判断した場合、使用人は通報することができます。
３当社は、社長をＣＳＲ責任者とし、担当役員を委員長とするＣＳＲ委員会を設置し、オリンパスグループにおけ

るＣＳＲ活動の取り組み内容、目標設定および評価等を行うため定期的に開催します。また、ＣＳＲ委員会は、
高い倫理観を醸成することをはじめ、オリンパスグループ企業行動憲章およびオリンパスグループ行動規範を実
現するための取り組みを推進します。
４当社は、社長直轄の監査室を設置します。内部監査規程に基づき監査室は、業務全般に関し法令、定款および規

程類の遵守状況、職務執行の手続きおよび内容の妥当性等につき、当社および国内子会社の内部監査を実施しま
す。また、海外子会社については地域統括会社の内部監査部門が定期的に内部監査を実施します。その監査結果
を当社の社長、取締役会および監査役会に報告します。
５当社は、主要な子会社に取締役および監査役を派遣するとともに、子会社の重要事項については内部統制規程に

基づき当社が承認することにより、子会社における業務の適正性を確保します。
６当社は、オリンパスグループの財務報告の適正性と信頼性を確保するために、監査室において財務報告に係る内

部統制制度における統制活動が有効に機能するための取り組みや運用状況を定期的に評価し、継続的な改善活動
を実施します。

－ 2 －

その他業務の適正を確保するための体制
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７当社は、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体に対して、総務部を所管として弁護士および警察等と連
携し組織的に毅然とした姿勢で対応します。また、オリンパスグループとして反社会的勢力排除の社会的責任を
果たすため、関連する規程を整備し反社会的勢力排除の取り組みを継続的に実施します。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
１当社は、法令および文書管理規程等の規程類に従い、文書または電磁的情報の保存および管理を行います。
２取締役および監査役は、文書管理規程に基づき取締役会議事録および決裁書等の重要な文書を常時閲覧できます。

3. 当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１当社は、取締役会および経営執行会議等の会議体における慎重な審議ならびに決裁手続きの適正な運用により、

オリンパスグループの事業リスクの管理を行います。社長は、取締役会規程に規定されているオリンパスグルー
プの重要事項について、経営執行会議で十分な審議を経たうえで、取締役会に提案します。取締役会は、その提
案内容を十分に審議し意思決定を行います。また、社長は、取締役会付議事項以外の重要事項についても、経営
執行会議の審議を経たうえで、意思決定を行います。
２当社は、品質、製品安全、輸出管理、情報セキュリティ、安全衛生、環境、災害等のリスクに関して、それぞれ

所管する部署を定め、規程類を制定し、オリンパスグループとして予防的リスクマネジメントに取り組むととも
に、教育・指導を行うことにより管理します。
３当社は、ＣＳＲ委員会においてリスクマネジメントに関する計画および施策の報告ならびに審議を行い、オリン

パスグループのリスクマネジメント体制の確立、維持を図ります。また、リスクマネジメントおよび危機対応規
程に従い、当社および子会社担当部門においてリスクの把握、予防に取り組むとともに、有事の際、すみやかに
対処できる体制としています。震災、火災および事故等の災害ならびに企業倫理違反等の重大なリスクが発生し
た場合、担当部門は、社長をはじめとする経営執行会議メンバーおよび関係者に緊急報告を行い、社長が対策を
決定します。

4. 当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１取締役会は、オリンパスグループの経営目標を定めた中長期の経営基本計画およびその実行計画である年度事業

計画について承認します。また、取締役会は年度事業計画の進捗評価のために業績等につき毎月報告を受けます。
２取締役会は、社長およびその他の業務執行取締役の職務の分担を決定するほか、執行役員の職務の分担について

承認します。また、その職務の執行状況について報告を受けます。
３取締役会は、決裁規程や組織規程等の規程類により、経営組織および職務分掌ならびに各職位の責任と権限につ

いて承認します。また、主要な経営組織から職務の執行状況について報告を受けます。
４当社は、オリンパスグループの財務運営の基礎となる財務方針を規定したグループ財務規程を定め、オリンパス

グループの財務面でのガバナンスを強化するとともに、子会社を含むオリンパスグループにおける資金、為替、
金融機関取引の統括および管理を実施しています。

－ 3 －

その他業務の適正を確保するための体制
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5. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
１当社は、関係会社管理規程により子会社に関する管理基準を明確化し、各社の経営状況のレビューを行い、定期

的に経営執行会議に報告します。
２当社は、経営執行会議グローバルセッションを定期的に開催することで、子会社から報告を受けます。
３当社は、連結会計規程に基づき、子会社からの適時適切な報告を徹底することにより、オリンパスグループの財

務状態および経営成績を的確に把握し、かつ、連結会計方針の適切な維持管理を行います。

6. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項およびその使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項ならびに当社の監査役の使用人
に対する指示の実効性の確保に関する事項
　　当社は、監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき専任の使用人を配置します。更に必要に応じて兼任の

使用人を置くことができることとします。また、規程類を定め、次のとおり執行からの独立性を確保するととも
に、監査役の使用人に対する指示の実効性を確保します。
①取締役および使用人等は、監査役の職務を補助すべき使用人が監査役の職務を補助するにあたり指揮・命令を

行わないものとします。
②監査役の職務を補助すべき使用人の任免、異動、賃金および人事評価等は監査役会の同意を得たうえで決定し

ます。

7. 当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制および子会社の取締役および
使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
１当社の取締役および使用人、子会社の取締役および監査役ならびに使用人は、法令・定款に違反する重大な事実、

不正行為の事実または会社に著しい損害を及ぼす可能性のある事実について、直接または担当部署を通じすみや
かに当社の監査役会に報告します。その他、法令および当社の監査役会が制定する監査役会規程ならびに監査役
監査基準に基づき、監査役がオリンパスグループの取締役および使用人に対して報告を求めたときは、当該取締
役および使用人はすみやかに監査役に報告します。
２当社は、コンプライアンスヘルプライン運用規程に従い、オリンパスグループにおける重要なコンプライアンス

上の問題が生じた場合は、その内容等についてコンプライアンス担当役員が取締役会に報告します。また、通報
内容および調査結果を定期的に常勤監査役に報告します。
３当社の監査室は、定期的に当社監査役に対してオリンパスグループにおける内部監査の状況を報告します。また、

コンプライアンス担当役員は、必要に応じてコンプライアンスに関する状況を監査役に対して報告します。

8. 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
　　当社は、規程類を定め、監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対して不利益な処遇（解雇、

降格、減給等の懲戒処分や不利益な配置転換等の人事上の措置の他、業務に従事させない、専ら雑務に従事させ
る等の事実上の措置を含む）を行いません。

－ 4 －

その他業務の適正を確保するための体制
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9. 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　　当社は、規程類を定め、監査役による職務の執行に伴う費用の前払いまたは償還の請求があった場合には、当

該監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、その請求に応じすみやかに支出します。

10. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１当社および子会社の取締役および使用人は、監査役によるヒアリングや往査等の調査に応じることで、監査の実

効性を確保します。
２当社は、監査役が取締役および会計監査人その他の監査役の職務を適切に遂行するうえで必要な者との十分な意

見交換を行う機会を確保します。
３当社は、監査役が取締役会に出席するほか、経営執行会議その他重要な会議に出席し、意見を述べる機会を確保

します。
４当社は、監査役の求めに応じて、監査役と子会社の監査役との連携および子会社の使用人からの情報収集の機会

を確保します。

－ 5 －

その他業務の適正を確保するための体制
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Ⅲ．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

１. 当社および子会社の取締役ならびにその使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを
確保するための体制
・当社は、オリンパスグループ企業行動憲章およびオリンパスグループ行動規範を制定しており、規程類の制定な

らびに改定を行いました。また、コンプライアンス委員会を４回開催しコンプライアンス活動状況について報告
しました。さらに、グローバルコンプライアンスコミッティを４回開催しました。加えて、経営執行会議メンバ
ーに対するコンプライアンス研修を実施しました。

・当社は、社内外に設置しているコンプライアンスヘルプラインにおいて随時通報を受け付け、通報内容および調
査結果を監査役に報告しました。

・当社は、ＣＳＲ委員会を開催し、取り組み状況について経営執行会議に報告しました。また、グローバル・ＣＳ
Ｒ・ミーティングを３回開催し、グループ全体で活動を強化しました。

・当社の監査室は、内部監査規程に基づき、監査計画や監査実施状況等について、社長および取締役会に報告しま
した。また、内部統制実施方針に基づき、財務報告に係る内部統制の整備および運用状況を取締役会に報告しま
した。さらに、監査結果を当社の社長、取締役会および監査役会に報告しました。

・当社は、主要な子会社に取締役および監査役を派遣しているほか、子会社の重要事項についてはオリンパスグロ
ーバルルールである内部統制規程および各地域の内部統制規程に基づき、当社において審議しました。

・当社は、当社および子会社の取引に関して反社会的勢力排除規程に基づいた調査を実施しました。

２.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・当社は、文書管理規程に基づき、取締役会議事録、有価証券報告書および規程類等の作成および保存を行いました。

３.当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、オリンパスグループの重要事項について、経営執行会議で十分な審議を行ったうえで取締役会に上程し

ています。また、経営執行会議および取締役会を定期的に開催しました。さらに、電子決裁システムによる決裁
手続きの適正な運用によりグループの事業リスクの管理を行いました。

・当社は、必要な教育・研修および会議体を開催する等によりオリンパスグループとしてリスクマネジメントに取
り組みました。さらに、ＣＳＲ委員会においてリスクアセスメントを実施したほか災害が発生した場合での迅速
な対応のための訓練等を実施しました。

４.当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、取締役の職務の執行状況について担当役員による報告を行いました。また、次年度の事業計画を策定し

ました。なお、当期において取締役会を２６回開催しました。
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５.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社は、子会社から実績の報告を毎月受けたほか、四半期および年間レビューを行いました。また、主要な子会

社に取締役および監査役を派遣しています。さらに、経営執行会議グローバルセッションを４回開催し、必要な
報告および討議を行いました。

６.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項およびその使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項ならびに当社の監査役の使用
人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社は、従来から監査役室を設置しており、専任の使用人を２名、兼任の使用人を１名配置しています。また、

規程に基づき執行からの独立性を確保するとともに、監査役の使用人に対する指示の実効性を確保しました。

７.当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制および子会社の取締役および
使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
・当社は、監査役が、取締役、執行役員、使用人および会計監査人との意見交換を必要に応じて実施できるように

しました。また、監査役が、経営執行会議およびグローバルコンプライアンスコミッティ等へ出席する機会を確
保しました。さらに、コンプライアンスに関する状況をはじめ、内部通報状況および調査結果を監査役に報告し
ました。なお、当期において監査役会を３０回開催しました。

８.監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
・当社は、監査役の職務を支える体制に係る規程を定め、監査役に報告したことを理由として、当該報告者に対し

て不利益な取扱いをすることを禁止し、遵守しています。

９.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の求めに応じて、必要な費用においては適宜精算しました。

10.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社は、監査役の求めに応じ、取締役、執行役員および使用人との意見交換を必要に応じて実施し、監査役の監

査の実効性を高めました。また、経営執行会議およびグローバルコンプライアンスコミッティ等へ出席する機会
を確保しました。さらに当社の監査役は、関係会社監査役連絡会を２回開催するとともに、子会社の監査役との
面談も実施しました。
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Ⅳ．会社の支配に関する基本方針

　当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務および事業の内容や当社の企業価値の
源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくこと
を可能とする者である必要があると考えています。
　また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれ
ば、これを一概に否定するものでもありません。株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断
は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるものと考えています。
　しかしながら、株式の大量買付の中には、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なく
ありません。当社株式の大量買付を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上
するのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような当
社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務および事業の方針の
決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式の大量買付に対しては、当社の企業価値ひい
ては株主共同の利益を確保するため、必要かつ十分な情報提供を要求するほか、適時適切な情報開示を行い、株主
の皆さまがこれに応じるべきか否かを適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努める等、金融商品取引
法、会社法その他の法令および定款の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
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Ⅴ．連結持分変動計算書（2017年４月１日から2018年３月31日まで） （単位：百万円）

項目
親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 自己株式 その他の資本

の構成要素 利益剰余金 合計

2017年4月1日　残高 124,520 91,779 △1,122 △5,652 185,226 394,751 1,477 396,228

当期利益 57,064 57,064 28 57,092

その他の包括利益 4,170 4,170 4 4,174

当期包括利益 － － － 4,170 57,064 61,234 32 61,266

自己株式の取得 △3,663 △3,663 △3,663

自己株式の処分 △10 10 0 0

剰余金の配当 △9,583 △9,583 △79 △9,662

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替額 △4,328 4,328 － －

資本剰余金から利益剰余金への
振替 △281 281 － －

株式報酬取引 40 50 90 90

非支配持分との資本取引 △36 △36 36 －

所有者との取引額等合計 40 △277 △3,653 △4,328 △4,974 △13,192 △43 △13,235

2018年3月31日　残高 124,560 91,502 △4,775 △5,810 237,316 442,793 1,466 444,259
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Ⅵ．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

１.　連結計算書類の作成基準

　当社グループの連結計算書類は、当連結会計年度より会社計算規則第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、同項後段の規定により、IFRSにより要請される記載及び注記の
一部を省略しています。

２.　新基準書の早期適用

　当社グループは、IFRS第９号「金融商品」（2014年７月改訂）（以下、「IFRS第９号」）及びIFRS第15号「顧
客との契約から生じる収益」（2014年５月公表）並びに「IFRS第15号の明確化」（2016年４月公表）を早期適用
しています。

３.　連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況
連結子会社の数　　　　　　　　　　　96社

主要な連結子会社の名称　　Olympus Corporation of the Americas
Olympus Europa Holding SE
Olympus Corporation of Asia Pacific Limited

　連結範囲の変更
（新規）2社
　Image Stream Medical, Inc.他１社は、当連結会計年度に当社が株式を取得したこと、又は新規設立したこ
とに伴い、連結子会社に含めています。

（除外）13社
　オリンパスソフトウェアテクノロジー㈱他11社は、当連結会計年度に、当社又は他の連結子会社と合併した
こと、もしくは清算したことに伴い、連結子会社から除外しています。
　Olympus Europa Properties GmbH & Co. KGは、他の連結子会社が保有株式を売却したことに伴い、連
結子会社から除外しています。
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４.　持分法の適用に関する事項

　持分法を適用した関連会社の状況
持分法を適用した関連会社の数　　2社

主要な会社等の名称　　　　ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ㈱

５.　会計方針に関する事項

⑴　金融資産
①当初認識及び測定

営業債権およびその他の債権はその発生日に、その他の金融資産は当該金融資産に関する契約の当事者となっ
た取引日に、当初認識しています。当初認識時において金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融
資産を除き、公正価値に取引費用を加算した金額で測定しています。

②分類及び事後測定
金融資産については、当初認識時に、償却原価で測定する金融資産、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、もしくは純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しています。
（償却原価で測定する金融資産）

金融資産のうち、以下の要件をともに満たすものは、償却原価で測定する金融資産に分類しています。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有する事業モデルの中で保有されている
・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いのみであるキャッシュ・フローが

所定の日に生じる
償却原価で測定する金融資産は当初認識後、実効金利法による償却原価によって測定しています。

（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）
投資先との取引関係の維持又は強化を主な目的として保有する株式などの資本性金融商品については、当初
認識時に、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指定しています。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産は当初認識後、公正価値の変動額をその他の
包括利益として認識しています。認識を中止した場合、もしくは公正価値が著しく低下した場合に、その他
の包括利益の累積額を直接利益剰余金に振替えています。
なお、当該金融資産から生じる配当金については、純損益として認識しています。

（純損益を通じて公正価値で測定する金融資産）
上記以外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しています。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は当初認識後、公正価値の変動を純損益として認識しています。

③金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しています。
当社グループでは、金融資産にかかる信用リスクが当初認識時点から著しく増加しているかどうかを報告期間
の末日ごとに評価し、著しく増加していない場合には12ヶ月の予想信用損失に等しい金額を、信用リスクが当
初認識時点から著しく増加している場合には全期間の予想信用損失に等しい金額を、貸倒引当金として認識し
ています。
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なお、営業債権、契約資産及びリース債権は常に、全期間の予想信用損失に等しい金額を貸倒引当金として認
識しています。
また、過去に減損損失を認識した金融資産について、当初減損損失を認識した後に発生した事象により減損損
失の金額が減少した場合には、過去に認識した減損損失を戻入れ、純損益として認識しています。

④認識の中止
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消滅した時点、又は、金融資産から生じるキ
ャッシュ・フローを受取る契約上の権利を譲渡し、リスクと経済的便益のほとんどすべてを移転した時点で、
金融資産の認識を中止しています。

⑵　デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループは、為替リスク及び金利リスクをヘッジする目的で、為替予約、金利スワップ契約等のデリバテ
ィブを利用しており、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び純損益を通じて公正価値で測定する金
融負債に分類しています。また、ヘッジ会計の要件を満たすデリバティブをヘッジ手段として指定し、ヘッジ
会計を適用しています。
ヘッジ会計の適用に当たっては、ヘッジ開始時に、ヘッジ関係、リスク管理目的及び戦略について、公式に指
定並びに文書化を行っています。当該文書には、ヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジするリスクの性質、及びヘ
ッジの有効性を判定する方法が記載されており、ヘッジ関係が将来に向けて有効であるかどうかを継続的に評
価しています。
当社グループでは、ヘッジ会計の要件を満たす金利関連のデリバティブ取引についてキャッシュ・フロー・ヘ
ッジを適用しています。
キャッシュ・フロー・ヘッジのヘッジ手段にかかる公正価値の変動額のうち、ヘッジの効果が有効な部分はそ
の他の包括利益に認識し、ヘッジ対象取引を実行し純損益に認識するまでその他の資本の構成要素として認識
しています。また、有効でない部分は純損益として認識しています。
その他の資本の構成要素に認識したヘッジ手段に係る金額は、ヘッジ対象である取引が純損益に影響を与える
時点で純損益に振替えています。ヘッジ対象が非金融資産又は非金融負債の認識を生じさせるものである場合
には、その他の資本の構成要素として認識している金額は、非金融資産又は非金融負債の当初の帳簿価額の修
正として会計処理しています。
予定取引の発生がもはや見込まれない場合には、ヘッジ会計を中止し、従来その他の資本の構成要素として認
識していた累積損益を純損益に振替えています。ヘッジ会計を中止した場合であっても、ヘッジされた将来キ
ャッシュ・フローの発生の可能性が見込まれる場合には、ヘッジ会計の中止時までにその他の資本の構成要素
として認識していた金額を、当該将来キャッシュ・フローが発生するまで引き続きその他の資本の構成要素に
認識しています。
なお、当社グループは公正価値ヘッジおよび在外営業活動体に対する純投資ヘッジは行っていません。

⑶　棚卸資産
棚卸資産は、取得原価と正味実現可能額のうちいずれか低い方の金額で測定しています。取得原価には、購入
原価及び加工費、並びに棚卸資産が現在の場所と状態に至るまでに発生したその他のコストが含まれ、主とし
て加重平均法に基づいて算定されています。正味実現可能価額は、通常の事業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金額です。
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⑷　有形固定資産
有形固定資産の測定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価額
で表示しています。
有形固定資産の取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体・除去及び原状回復費用、並びに資産計
上の要件を満たす借入コストが含まれています。
土地等の償却を行わない資産を除き、各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって定額法で減価償却していま
す。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりです。

・建物及び構築物　　：２～50年
・機械装置及び運搬具：２～10年
・工具、器具及び備品：２～15年

見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は各連結会計年度末に見直しを行い、変更があった場合は会計上の
見積りの変更として将来に向かって適用しています。

⑸　のれん
のれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しています。
のれんは償却を行わず、毎期または減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しています。
減損損失が発生した場合には、純損益として認識しています。

⑹　無形資産
無形資産の測定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価額で表示し
ています。
個別に取得した無形資産の取得原価には、資産の取得に直接起因する費用が含まれています。企業結合におい
て取得した無形資産は取得日現在の公正価値で測定しています。また、自己創設無形資産には資産化の要件を
満たす開発費用を認識し、要件を満たさない場合には発生時に費用として認識しています。
耐用年数を確定できない無形資産を除いて、各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却してい
ます。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりです。

・開発資産　　：４～８年
・ソフトウェア：３～５年
・その他　　　：３～15年

見積耐用年数及び償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会計上の見積りの変
更として将来に向かって適用しています。
耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能ではない無形資産は償却を行わず、毎期または減損の兆候
が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しています。
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⑺　リース
資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを移転するリース取引をファイナンス・リースに、それ
以外の場合はオペレーティング・リースに分類しています。

①借手リース
当社グループは、リースにより有形固定資産又は無形資産を賃借しています。
ファイナンス・リース取引におけるリース資産及びリース債務は、リース物件の公正価値と最低支払リース料
総額の現在価値のいずれか低い金額で認識しています。リース資産は、見積耐用年数又はリース期間のいずれ
か短い期間にわたって定額法で償却しています。また、支払リース料総額をリース債務元本相当部分と利息相
当部分とに区分し、支払リース料の利息相当部分への各期の配分額は、リース債務残高に対して一定の利子率
となるように算定のうえ、純損益として認識しています。
オペレーティング・リース取引においては、支払リース料を費用として、リース期間にわたって定額法により
認識しています。

②貸手リース
当社グループは、リースにより有形固定資産を賃貸しています。
ファイナンス・リース取引においては、リース投資未回収総額の現在価値を、リース期間の起算日に収益に認
識し、対応する金額をリース債権として認識しています。また、未稼得金融収益は、リース期間にわたり純投
資額に対して一定率で配分し、当該期間に帰属する部分を収益に認識しています。
オペレーティング・リース取引においては、対象となるリース物件を連結財政状態計算書に認識し、受取リー
ス料を収益として、リース期間にわたって定額法により認識しています。

⑻　非金融資産の減損
非金融資産（棚卸資産、繰延税金資産、退職給付に係る資産および売却目的で保有する非流動資産を除く）の
帳簿価額について、報告期間の末日ごとに減損の兆候の有無を検討し、減損の兆候が存在する場合には、減損
テストを実施しています。ただし、のれん、耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能ではない無形
資産については、毎期又は減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施しています。
減損テストにおいて個別にテストされない資産は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・イン・フローか
ら概ね独立したキャッシュ・イン・フローを生成する最小の資金生成単位に統合しています。全社資産は独立
したキャッシュ・イン・フローを生成しないため、全社資産に減損の兆候がある場合、当該全社資産が帰属す
る資金生成単位の回収可能価額に基づき減損テストを実施しています。
資産又は資金生成単位の回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額とし
ています。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フローは、貨幣の時間価値及び当該資産に固有の
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います。
減損損失は、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に認識しています。資金生成単
位に関連して認識した減損損失は、まずその単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次
に当該単位内のその他の資産に対し、各資産の帳簿価額に基づき比例按分しています。
過去の期間に認識した減損損失について戻入れを示す兆候が存在し、資産または資金生成単位の回収可能価額
が帳簿価額を上回る場合に、減損損失を戻入れています。減損損失の戻入れ後の帳簿価額は、減損損失を認識
しなかった場合に戻入れが発生した時点まで減価償却又は償却を続けた場合の帳簿価額を上限としています。
なお、のれんに関連する減損損失は戻入れをしていません。
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⑼　引当金
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、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に認識してい
ます。
貨幣の時間的価値の影響が重要である場合、引当金は見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値及び当該
負債に特有のリスクを反映した割引率を用いて現在価値に割引いて測定しています。

⑽　従業員給付
①退職後給付

当社グループは、確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しています。
確定給付制度債務の現在価値及び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用は、予測単位積増方式を用いて算
定しています。
確定給付制度債務の現在価値への割引に使用する割引率は、退職後給付債務と通貨や期日が整合する優良社債
の利回りを参照して決定しています。
確定給付制度に係る資産または負債は、制度ごとの確定給付債務の現在価値と制度資産の公正価値との純額と
して算定しています。
確定給付型年金制度から生じる再測定による差額は、発生した期においてその他の包括利益として認識し、直
ちに利益剰余金に振替えています。また、過去勤務費用は発生時に純損益として認識しています。
確定拠出型年金制度への拠出は、従業員が関連するサービスを提供した期間に応じて費用として認識していま
す。

②短期従業員給付
短期従業員給付は割引計算を行わず、関連する勤務が提供された時点で費用として認識しています。当社グル
ープが従業員から過去に提供された勤務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
つその金額の信頼性のある見積りが可能である場合に、支払われると見積られる額を負債として認識していま
す。

③その他の長期従業員給付
当社グループは、年金制度以外の長期従業員給付として、一定の勤続年数に応じた特別休暇や報奨金制度を有
しています。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勤務の
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を負債として認識しています。

⑾　収益
顧客との契約について、以下のステップを適用することにより収益を認識しています（IFRS第９号に基づく利
息及び配当収益等やIAS第17号「リース」に基づく受取リース料を除く）。

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履行義務に配分する
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

当社グループは、医療、科学、映像及びその他製品の製造販売を主な事業としています。これらの製品の販売
については、多くの場合、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足さ
れると判断していることから、主として当該製品の引渡時点で収益を認識しています。
収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引及びリベートを控除した金額で測定し、返品額を減
額しています。
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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
(1)流動資産 6,096百万円
(2)非流動資産 9,724百万円

　貸倒引当金のうち7,211百万円は受け皿ファンドに関連した支払手数料のうち過大なものとして非流動資産の
「営業債権及びその他の債権」に計上された長期未収入金7,211百万円に対する回収不能見込額であります。なお、
当該支払手数料は、複数の受け皿ファンドの外部協力者に支払われたものですが、合意されたものではないため当
社は受け皿ファンドの外部協力者に対して請求しています。

２.　有形固定資産の減価償却累計額および減損損失累計額 314,376百万円

３.　偶発債務
⑴　保証債務

（相手先） （内　容） （金　額）
従業員 住宅資金借入金等 13百万円

計 13百万円

⑵　訴訟
当社の不適切な財務報告の結果、当社に対して当社株主等が訴訟を提起しています。当該訴訟の今後の進行状
況等によっては、引当金を認識すること等により当社の連結業績に影響が生じる可能性がありますが、現時点
ではその影響額を合理的に見積ることはできません。

⑶　米国における十二指腸内視鏡に関する調査
当社グループが製造・販売している十二指腸内視鏡に関して、2015年３月及び８月に、当社の子会社であるオ
リンパスメディカルシステムズ株式会社宛てに米国司法省より情報の提供を求める旨の召喚状が発行され、そ
の後、同省による事実関係の調査が継続しています。今後の進行状況等によっては、当社の連結業績に影響が
生じる可能性がありますが、現時点ではその影響額を合理的に見積ることはできません。

連結持分変動計算書に関する注記

１.　当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
普通株式 342,691,224株

２.　配当に関する事項
⑴　配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円）

１株当たり
配 当 額
（ 円 ）

基 準 日 効 力 発 生 日

2017年６月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 9,583 28 2017年３月31日 2017年６月29日
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⑵　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26日開催の定時株主総会の議案として、配当に関する事項を次のとおり提案しています。

株式の種類 配当金の総額
（百万円） 配当の原資 １株当たり配当額

（円） 基準日 効力発生日

普通株式 9,559 利益剰余金 28 2018年３月31日 2018年６月27日

３.　当連結会計年度の末日における新株予約権（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

普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    148,300株

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、短期的な預金等を中心に資金運用を行っており、銀行等金融機関からの借入及び社債により資
金を調達しています。
営業債権及びその他の債権に係る顧客の信用リスクは、社内規定に従い、主な外部取引先の信用調査、取引先別
の期日管理及び残高管理を行うとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握により、リスク低減を
図っています。
保有株式に係る市場価格リスクは、定期的に市場価格や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、取
引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直すことにより、リスク低減を図っています。
外貨建の金融資産及び金融負債に係る為替変動リスクは、主に先物為替予約の利用により、リスク低減を図って
います。また、一部の長期借入金に係る金利変動リスクは、金利スワップ取引を実施して利息の支払額を固定化
することにより、リスク低減を図っています。

２.　金融商品の公正価値等に関する事項
2018年３月31日（当連結会計年度末）における連結財政状態計算書計上額、公正価値及びこれらの差額につい
ては、次のとおりです。なお、帳簿価額と公正価値がほぼ等しい金融商品は下表に含めていません。

連結財政状態計算書
計上額

（百万円）
公正価値

（百万円）
差額

（百万円）

金融資産

リース債権 35,463 35,430 △33

金融負債

社債 34,942 34,905 △37

借入金 130,024 128,599 △1,425

リース債務 8,507 8,666 159
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金融商品の公正価値の算定方法に関する事項

（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ものについては、公正価値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測定し
ています。
リース債権は、一定の期間ごとに区分した債権毎に、債権の額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率
により割引いた現在価値に基づいて測定しています。
（社債及び借入金）
固定金利による社債及び借入金は、将来キャッシュ・フローを同様の社債の発行や新規借入を行った場合に想定
される利率で割引いて測定しています。
変動金利による借入金は、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないため、公
正価値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測定しています。
なお、短期借入金は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ
って測定しています。
（その他の金融資産、その他の金融負債）
短期間で決済されるものについては、公正価値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測定し
ています。
上場株式は各期末の市場価格によって測定しています。
非上場株式等は類似公開会社比較法等の評価技法を用いて測定しています。
通貨デリバティブは先物為替相場、金利デリバティブは市場金利や信用リスク、満期までの期間等の観察可能な
データに基づいて、それぞれ測定しています。
リース債務は、一定の期間ごとに区分した債務毎に、債務の額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率
により割引いた現在価値に基づいて測定しています。

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 1,297.01円
２.　基本的１株当たり当期利益 166.84円

重要な後発事象に関する注記
（映像事業の生産拠点の再編）

当社は、2018年5月7日開催の取締役会において、映像事業の生産拠点の再編を決議しました。
１．再編の内容
　当社は1991年12月に、中国広東省深セン市にOlympus (Shenzhen) Industrial Ltd.（以下「OSZ」）を設
立し、デジタルカメラ事業関連製品の製造を行ってきました。しかしながら、スマートフォンの普及に伴いデジ
タルカメラ市場が急激に縮小しており、OSZの稼働率が著しく低下し、また、設立から26年が経過し設備の老朽
化も進み、OSZの競争力を維持することが極めて困難な状況となっています。

これまで当社は、デジタルカメラ事業関連製品をOSZとベトナム・ドンナン省にあるOlympus Vietnam Co., 
Ltd.（以下、「オリンパスベトナム」）の２拠点で生産してまいりましたが、上記の状況に鑑み、2018年5月7
日にOSZの操業を停止し、生産をオリンパスベトナムに集約することを決定いたしました。これにより、生産効
率、収益性を向上させ、デジタルカメラ事業のグローバルでの競争力強化を図ります。
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２．業績に与える影響
　翌連結会計年度においては、OSZの操業停止に加えて、オリンパスベトナムへの生産ラインの移管等、一連の
再編に伴う影響が生じる見込みです。業績に与える影響として見積もることが出来る費用は、現時点で約40億円
となりますが、これらの費用については、再編の進捗により変動する可能性があります。また、移管先であるオ
リンパスベトナムにおける生産量が目論んでいる水準に達するまで一定の時間を要することが見込まれておりま
す。そのため、映像事業においては、上記の費用発生に加えて、商品供給という観点で一時的に販売活動に対す
る制約も生じるため、翌連結会計年度の業績もそれらの影響を受ける見込みです。

その他の注記

1.　企業結合関係

（取得による企業結合）
⑴　企業結合の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称　　Image Stream Medical, Inc.（以下、「ISM社」）

 

事業の内容　　　　　手術室向けの映像マネジメント機器、システムインテグレーションソリューションの提
案、販売、納入、メンテナンスサービス

②企業結合を行った主な理由
2016年３月30日に公表した2016経営基本計画（以下、「16CSP」）において、将来の持続的な発展に向け、
足元固めと攻めの事業ポートフォリオを構築し、企業価値を向上させていくことを掲げています。
今回の買収により、ISM社が医療現場で培ってきたIP映像配信技術とそのシステムインテグレーションの事業基
盤を獲得することで、16CSPで当社が掲げた「手術室システムインテグレーション」の強化を図り、より良い
医療環境を提供することで、世界の人々の健康・安心と心の豊かさの実現を通して社会に貢献してまいります。

③取得した議決権付資本持分の割合
100％

④取得日
2017年６月１日

⑤被取得企業の支配を獲得した方法
現金を対価とする株式取得

⑵　取得関連費用
取得関連費用として394百万円を「販売費及び一般管理費」に計上しています。
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⑶　取得日における支払対価、取得資産及び引受負債の公正価値
（単位：百万円）

金額

支払対価の公正価値

現金 8,835

条件付対価 750

合計 9,585

取得資産及び引受負債の公正価値

現金及び現金同等物 109

営業債権及びその他の債権 654

棚卸資産 329

有形固定資産 33

無形資産 3,520

その他の資産 21

営業債務及びその他の債務 △190

繰延税金負債 △570

その他の負債 △516

取得資産及び引受負債の公正価値（純額） 3,390

のれん 6,195

合計 9,585
　支払対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及び引受けた負債に配分しています。な
お、支払対価の配分は完了しており、当初の暫定的な金額と最終的な金額の間に変動はありません。

　のれんの内容は、主に、期待される将来の超過収益力の合理的な見積りにより発生したものです。なお、当
該のれんについて税務上、損金算入を見込んでいる金額はありません。
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⑷　条件付対価
条件付対価は、ISM社の旧株主に対して、ISM社の開発に伴う認可の取得に応じて支払われるマイルストンであ
り、当該開発に伴う認可を取得できる可能性や貨幣の時間的価値を考慮して計算しています。なお、支払額の
上限は９百万米ドル（割引前）です。
条件付対価の公正価値ヒエラルキーのレベルはレベル３です。金利の増減により、条件付対価の公正価値は変
動します。また、重要な観察可能でないインプットである開発に伴う認可の取得可能性が高まった場合、公正
価値は増加します。ただし、いずれも公正価値測定に与える影響は重要ではありません。
当連結会計年度において、上記の条件付対価の公正価値に重要な変動はありません。

⑸　当社グループに与える影響
当該企業結合に係る取得日以降の損益情報及び当該企業結合が期首に行われたと仮定した場合の損益情報は、
連結損益計算書に与える影響額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。
なお、当該企業結合が期首に行われたと仮定した場合の損益情報は、監査法人の監査を受けていません。

２.　その他の収益及びその他の費用
⑴　その他の収益

　その他の収益のうち、主なものは以下のとおりです。
（子会社株式売却益）
　子会社の株式の売却に伴い、子会社株式売却益3,048百万円を「その他の収益」に計上しています。

（固定資産売却益)
　当社の土地売却益1,345百万円を「その他の収益」に計上しています。

⑵　その他の費用
　その他の費用のうち、主なものは以下のとおりです。

（事業構造改革費用）
　欧州における構造改革費用として、1,351百万円を「その他の費用」に計上しています。

(減損損失)
　収益見込みの低下等に伴い固定資産の回収可能価額が帳簿価額を下回ったことから減損損失を1,686百万
円計上しています。主な対象資産は、映像事業の生産拠点であるOSZの生産設備等です。
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Ⅶ．株主資本等変動計算書 （2017年4月1日から2018年3月31日まで） （単位：百万円）

項目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金 利益剰余金
合計圧縮記帳

積立金
繰越利益
剰余金

2017年4月1日期首残高 124,520 90,940 3 90,943 1,241 226,036 227,277
当期変動額
　新株の発行 40 40 40
　剰余金の配当 △9,582 △9,582
　当期純利益 15,179 15,179
　自己株式の取得
　自己株式の処分 1 1
　圧縮記帳積立金の取崩 △41 41 －
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額）
当期変動額合計 40 40 1 41 △41 5,638 5,597
2018年3月31日期末残高 124,560 90,980 4 90,984 1,200 231,674 232,874

項目

株主資本 評価･換算差額等
新株

予約権
純資産
合計自己株式 株主資本

合計
その他

有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

2017年4月1日期首残高 △1,122 441,618 8,821 8,821 554 450,993
当期変動額
　新株の発行 80 80
　剰余金の配当 △9,582 △9,582
　当期純利益 15,179 15,179
　自己株式の取得 △3,663 △3,663 △3,663
　自己株式の処分 10 11 △11 0
　圧縮記帳積立金の取崩 － －
　株主資本以外の項目の
　当期変動額（純額） 2,365 2,365 2,365
当期変動額合計 △3,653 2,025 2,365 2,365 △11 4,379
2018年3月31日期末残高 △4,775 443,643 11,186 11,186 543 455,372
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Ⅷ．個別注記表
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
⑴　有価証券

①満期保有目的の債券　　　　………償却原価法
②子会社株式及び関連会社株式………移動平均法による原価法
③その他有価証券
時価のあるもの　　　　　　　………決算期末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こ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います。

⑵　デリバティブ取引により生ず
る債権及び債務

………時価法

⑶　たな卸資産　　　　　　　　………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り下げの方法
により算定）

２.　固定資産の減価償却の方法
⑴　有形固定資産（リース資産を除く） ………定額法

①車両運搬具、工具及び備品　………法人税法に基づく耐用年数によっています。
②その他の有形固定資産　　　………機能的耐用年数の予測に基づいて決定した当社所定の耐用年数によってい

ます。
⑵　無形固定資産（リース資産を除く） ………定額法

法人税法に基づく耐用年数によっています。なお、自社利用のソフトウエ
アについては、社内における利用可能期間（３年から５年）によっていま
す。

⑶　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いま
す。

３.　引当金の計上基準
⑴　貸倒引当金

売掛金、貸付金等の債権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います。

⑵　製品保証引当金
販売済製品に対して当社の保証期間内に発生が見込まれるアフターサービス費用を計上したもので、過去のア
フターサービス費の実績額を基礎として、当社所定の基準により計上しています。
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⑶　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末に発生している
と認められる額を計上しています。
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（５年）による按分額を
費用処理しています。
数理計算上の差異については、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（５年）による按分
額を翌期より費用処理しています。

⑷　事業整理損失引当金
一部の子会社の行う事業の整理に伴う損失に備えるため、損失負担見込額を計上しています。

⑸　訴訟損失引当金
訴訟の進行状況に鑑み、訴訟等に係る損失に備えるため、必要と認められる金額を合理的に見積り、損失負担
見込額を計上しています。

⑹　ポイント引当金
顧客に付与されたポイントの使用による売上値引に備えるため、将来使用されると見込まれる金額を計上して
います。

４.　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
⑴　重要な繰延資産の処理方法

株式交付費及び社債発行費　………支出時に全額費用として処理しています。
⑵　ヘッジ会計の方法
　①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しています。なお、為替予約が付されている外貨建売掛金については、振当処理を行っ
ています。また金利スワップについては、特例処理の要件を満たしていますので、特例処理を採用しています。

　②ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段　…為替予約取引、金利スワップ取引
・ヘッジ対象　…外貨建売掛金の予定取引、借入金

　③ヘッジ方針
デリバティブに関する権限及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、為替変動リスク、並びに金利変動リ
スクをヘッジしています。

　④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フローとヘッジ手段の間に高い相関関係があることを確認し、有効性の
評価としています。

⑶　消費税等の会計処理
税抜き方式によっています。

⑷　連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しています。
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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 135,958百万円

２.　偶発債務
（１）保証債務 2,739百万円

上記には関係会社に対する保証予約等2,726百万円が含まれています。

（２）訴訟
当社の不適切な財務報告の結果、当社に対して当社株主等が訴訟を提起しています。当該訴訟の今後の進行状

況等によっては、引当金を認識すること等により当社の業績に影響が生じる可能性がありますが、現時点ではそ
の影響額を合理的に見積ることはできません。

３.　関係会社に対する短期金銭債権 91,570百万円

４.　関係会社に対する長期金銭債権 9,014百万円

５.　関係会社に対する短期金銭債務 70,691百万円

６.　輸出為替手形割引高 187百万円

７.　期末日満期手形の会計処理
　期末日満期手形の会計処理については、当期末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものと
して処理しています。当期末日の満期手形の金額は以下のとおりです。
受取手形
支払手形

9百万円
545百万円

８.　貸倒引当金
貸倒引当金のうち7,211百万円は受け皿ファンドに関連した支払手数料のうち過大なものとして投資その他の

資産の「その他」に計上された長期未収入金7,211百万円に対する回収不能見込額です。なお、当該支払手数料
は、複数の受け皿ファンドの外部協力者に支払われたものですが、合意されたものではないため当社は受け皿フ
ァンドの外部協力者に対して請求をしています。

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高
営業取引による取引高
　売上高 291,163百万円
　仕入高 215,622百万円
　その他の営業取引 28,449百万円
営業取引以外の取引による取引高 11,052百万円
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株主資本等変動計算書に関する注記

１.　当事業年度末における発行済株式の種類及び総数
　　普通株式 342,691,224株
当事業年度における普通株式の発行済株式は、譲渡制限付株式報酬としての新株発行により19,716株増加してい
ます。

２.　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 1,295,351株
当事業年度における普通株式の自己株式は、2017年11月24日の取締役会で決議された自己株式の取得により
861,300株増加、単元未満株式の買取りにより2,262株増加、ストックオプションの行使により3,500株減少し
ています。

税効果会計に関する注記

　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）

　たな卸資産 6,452百万円
　前払費用 7,266百万円
　未払賞与 3,210百万円
　有形固定資産 4,093百万円
　無形固定資産 3,300百万円
　投資有価証券評価損否認 2,765百万円
　関係会社株式評価損否認 7,915百万円
　貸倒引当金繰入否認 6,575百万円
　繰越欠損金 14,998百万円
　その他 2,695百万円
繰延税金資産小計 59,269百万円
　評価性引当額 △23,341百万円
繰延税金資産合計 35,928百万円

　（繰延税金負債）
　その他有価証券評価差額金 △3,063百万円
　固定資産圧縮記帳積立金 △530百万円
　前払年金費用 △5,883百万円
　その他 △145百万円
繰延税金負債合計 △9,621百万円
繰延税金資産の純額 26,307百万円
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関連当事者との取引に関する注記

種 類 会社等の名称
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

（百万円 ） 科 目 期 末 残 高
（百万円）

子会社 Olympus Biotech 
International Ltd.

所有
直接 100.0 資金の援助 ー ー 破産更生債権等

(注1） 3,876

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．破産更生債権等の全額に対し、貸倒引当金を計上しています。

１株当たり情報に関する注記

１.　１株当たり純資産額 1,332円26銭
２.　１株当たり当期純利益 44円38銭

重要な後発事象に関する注記
　該当事象はありません。

連結配当規制適用会社に関する注記
当社は、連結配当規制適用会社です。

その他の注記

　証券訴訟関連損失
当社は、過去の損失の計上を先送りするために2001年３月期から2012年３月期第１四半期までの有価証券報

告書、半期報告書及び四半期報告書に虚偽記載を行ったことにより損害を受けたとして、複数の個人及び機関投資
家から損害賠償の請求を受けています。「証券訴訟関連損失」592百万円は当該損害賠償請求に関連する損失であ
り、その主な内訳は和解金です。
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