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連結注記表 
 

１．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) 連結の範囲に関する事項 

①連結子会社の数 

20社 

主要な連結子会社の名称 

㈱日東紡インターライニング パラマウント硝子工業㈱ 

ニットーボー新潟㈱ ㈱日東紡テクノ 

日東紡（中国）有限公司 日東グラステックス㈱ 

富士ファイバーグラス㈱ ニットーボーメディカル㈱ 

日東グラスファイバー工業㈱ ニットービバレッジ㈱ 

NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd. 日東紡エコロジー㈱ 

㈱双洋 Nittobo America Inc. 

日東紡澳門玻纖紡織有限公司  

②主要な非連結子会社の名称 

日東高分子加工㈱ 日東紡貿易無錫有限公司 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等の観点からみて小規模であり、かつ全体的にも重要性に乏しく、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

(２) 持分法の適用に関する事項 

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等の名称 

日東高分子加工㈱ 日東紡貿易無錫有限公司 

持分法を適用しない理由 

 いずれも当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体的にも重要性に乏しく、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

(３) 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の日東紡（中国）有限公司、NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.、日東紡澳門玻纖紡織有限公司、

Nittobo America Inc.及びその他１社の決算日は12月31日であり、同日現在の計算書類を使用しております。 

 ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。 

(４) 会計方針に関する事項 

①重要な資産の評価基準及び評価方法 

ａ．有価証券 

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。）を採用しております。 

時価のないもの…移動平均法による原価法を採用しております。 

ｂ．デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

ｃ．たな卸資産 

 主として月別移動平均法による原価法を採用しておりますが、一部の連結子会社は個別法による原価法も採用

しております。 

（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法） 
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②重要な減価償却資産の減価償却の方法 

ａ．有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）については、定額法を採用しております。また、在外連結子会社は当該国の会計基準の規定に

基づく定額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   ３～50年 

 機械装置及び運搬具 ２～22年 

ｂ．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エ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。 

ｃ．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重要な引当金の計上基準 

ａ．貸倒引当金 

 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おります。 

ｂ．賞与引当金 

 従業員に対し支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。 

ｃ．修繕引当金 

 当社及び一部の連結子会社は製造設備の定期的修繕に備えるため、前回の修繕費用を基準として次回の修繕費

用を見積もり、次回の改修までの期間に按分して繰り入れております。 

④退職給付に係る会計処理の方法 

ａ．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連結会計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。 

ｂ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 過去勤務費用については、そ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（15年）による按

分額を費用の戻し処理しております。 

 数理計算上の差異については、各連結会計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

（15年）による定率法により計算した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。 

⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結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。なお、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に

含めて計上しております。 

⑥重要なヘッジ会計の方法 

ａ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の要件を満たしているので特例処

理を採用しております。 

ｂ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段）    （ヘッジ対象） 

 為替予約取引     外貨建売掛金及び予定取引 

 金利スワップ取引   借入金利息 
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ｃ．ヘッジ方針 

 当社の内部規程である「デリバティブ管理規程」に基づき、相場変動リスクに晒される資産・負債に係るリス

クを回避する目的でデリバティブ取引を利用する方針を採用しており、かつ運用資産・負債の限度内でのデリバ

ティブ取引を行っております。 

ｄ．ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断しております。 

 ただし、金利スワップについては特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。 

⑦その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

ａ．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、税抜方式を採用しております。 

ｂ．連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

ｃ．連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表

示しております。 

 

２．会計方針の変更 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）、及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25

年９月13日）等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への

表示の変更を行っております。 

 

３．表示方法の変更 

(連結貸借対照表関係) 

 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「建設仮勘定」（当連結会計年度275百万

円）は、重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。 

(連結損益計算書関係) 

 前連結会計年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「減損損失」（前連結会計年度59百万

円）は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。 

 

４．連結貸借対照表に関する注記 

(１) 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 1,552百万円 

機械装置及び運搬具 1,109百万円 

土地 1,369百万円 

計 4,032百万円 
 

金融機関からの借入金 3,249百万円 

(２) 資産に係る減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 130,455百万円 

 



4 

 
５．連結損益計算書に関する注記 

減損損失に関する注記 

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 減損損失 

大阪府豊中市 遊休資産 建物及び構築物、土地等 1,128百万円 

福島県郡山市 共用資産 建物及び構築物、土地等 340百万円 

栃木県真岡市 遊休資産 建物及び構築物、土地等 288百万円 

その他 遊休資産 建物及び構築物等 301百万円 

 ※資産グループごとの減損損失の内訳 

 ・大阪府豊中市1,128百万円（内、建物及び構築物102百万円、土地1,025百万円、その他０百万円） 

 ・福島県郡山市  340百万円（内、建物及び構築物180百万円、土地３百万円、その他157百万円） 

 ・栃木県真岡市  288百万円（内、建物及び構築物105百万円、土地182百万円、その他０百万円） 

 ・その他        301百万円（内、建物及び構築物80百万円、その他221百万円） 

 減損損失の算定にあたって、資産を事業用資産、賃貸資産、遊休資産、共用資産に分類し、事業用資産については

管理会計上の区分に基づき、賃貸資産及び遊休資産については物件ごとに資産のグルーピングを行っております。 

 上記遊休資産等は、将来の使用が見込まれないことから帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として2,059百万円計上しております。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は主に不動産鑑定により評価しております。 

 

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

(１) 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株） 247,677 ― ― 247,677 

(２) 自己株式に関する事項 

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（千株） 48,446 34 ― 48,480 

(変動事由の概要) 

  単元未満株式の買取りによる増加                    34千株 

(３) 配当に関する事項    

①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 

平成27年６月25日 
定時株主総会 

普通株式 996 5.00 平成27年３月31日 平成27年６月26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28年６月28日開催第155回定時株主総会の議案として、次のとおり提案しております。 

決議 
株式の 
種類 

配当の原資 
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 

平成28年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,195 6.00 平成28年３月31日 平成28年６月29日 

 

７．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のみとなっており、銀行等金融機関からの借入により資金

を調達しており、受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、「与信管理規程」に沿ってリスク低減を図っ

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。  
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借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、長期借入金の金利変動リスクに

対して、ヘッジ手段と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

ィブは内部規程に従っており、かつ運用資産・負債の限度内での取引を行っております。 

(２) 金融商品の時価等に関する事項 

平成28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。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（「(注)２」をご覧

ください。）。 

(単位：百万円) 

 
連結貸借対照表 
計上額（※） 

時価 
（※） 

差額 

(１) 現金及び預金 17,891 17,891 ― 

(２) 受取手形及び売掛金 23,898 23,898 ― 

(３) 投資有価証券    

   その他有価証券 26,156 26,156 ― 

(４) 支払手形及び買掛金 (7,424) (7,424) ― 

(５) 短期借入金 (4,636) (4,636) ― 

(６) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む） (23,294) (23,436) 141 

(７) デリバティブ取引 28 28 ― 
 
 (※) 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。 

(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) 投資有価証券 

これらの時価については、株式は取引所の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) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む） 

長期借入金の時価については、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。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており

（下記(７)をご覧ください。）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を

行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。 

 (７) デリバティブ取引 

通貨関連では先物為替予約取引を、金利関連では金利スワップ取引を利用しております。 

デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。ただし、

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（上記(６)をご覧ください。）。 

２．非上場株式（連結貸借対照表計上額442百万円）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) 投資有価証券 その他有

価証券」には含めておりません。 
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８．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 

 当社グループでは、東京都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 期末時価 

11,953 22,984 

(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及び減損損失累計額を控除した金額であります。 

２. 当期末の時価は、主要な不動産に関しては不動産鑑定に基づく金額、その他の不動産に関しては「不動産鑑定

評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。 

 

９．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 374円50銭 

１株当たり当期純利益金額 28円10銭 
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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 

(１) 資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券の評価基準及び評価方法 

ａ．子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法を採用しております。 

ｂ．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。）を採用しております。 

時価のないもの…移動平均法による原価法を採用しております。 

②デリバティブの評価基準及び評価方法 

 時価法を採用しております。 

③たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 月別移動平均法による原価法を採用しております。 

 （貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法） 

(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） 

 定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、

定額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     ６～50年 

 機械及び装置 ４～22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エ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。 

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 

 従業員に対し支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。 

③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。 

ａ．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。 

ｂ．数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

 過去勤務費用については、そ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（15年）による按

分額を費用の戻し処理しております。 

 数理計算上の差異については、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（15

年）による定率法により計算した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

④修繕引当金 

 製造設備の定期的修繕に備えるため、前回の修繕費用を基準として次回の修繕費用を見積もり、次回の改修まで

の期間に按分して繰り入れております。 
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(４) 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おります。また、金利スワップについて特例処理の要件を満たしているので特例処理

を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段）    （ヘッジ対象） 

 為替予約取引     外貨建売掛金及び予定取引 

 金利スワップ取引   借入金利息 

③ヘッジ方針 

 当社の内部規程である「デリバティブ管理規程」に基づき、相場変動リスクに晒される資産・負債に係るリスク

を回避する目的でデリバティブ取引を利用する方針を採用しており、かつ運用資産・負債の限度内でのデリバティ

ブ取引を行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断しております。 

 ただし、金利スワップについては特例処理を採用しているため、有効性の評価を省略しております。 

(５) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

 ①退職給付に係る会計処理 

 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこ

れらの会計処理の方法と異なっております。 

②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、税抜方式を採用しております。 

③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貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

 

２．表示方法の変更 

(貸借対照表関係) 

 前事業年度において、独立掲記しておりました「有形固定資産」の「車両運搬具」（当事業年度２百万円）及び

「建設仮勘定」（当事業年度10百万円）は、重要性が乏しいため、当事業年度より「その他」に含めて表示しており

ます。 

 前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「リース資産」（当事業年度59百万円）は、重

要性が乏しいため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。 

(損益計算書関係) 

 前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「電力販売収益」（前事業年度17百万円）

は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。 

 前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「電力販売費用」（前事業年度12百万円）

は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。 

 前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「減損損失」（前事業年度１百万円）は、重

要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。 

 

３．貸借対照表に関する注記 

(１) 資産に係る減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 55,336百万円 

(２) 偶発債務 

保証予約 1,067百万円 
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(３) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 6,450百万円 

短期金銭債務 13,042百万円 

長期金銭債務 194百万円 

(４) 取締役、執行役に対する金銭債務 

長期金銭債務 86百万円 

取締役、執行役に対する長期金銭債務は、将来の退任時に支給する役員退職慰労金に係る債務であります。 

 

４．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 10,406百万円 

仕入高 27,183百万円 

その他 1,116百万円 

営業取引以外の取引による取引高 4,553百万円 

 

５．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総数 

普通株式 48,480千株 

 

６．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 

（繰延税金資産）  

 退職給付引当金 2,266百万円 

 繰越欠損金 703百万円 

 固定資産減損損失 523百万円 

 有価証券評価損 449百万円 

 修繕引当金 445百万円 

 賞与引当金 179百万円 

 未払事業税 76百万円 

 役員退職慰労未払金 26百万円 

 たな卸資産評価損 13百万円 

 その他 704百万円 

繰延税金資産小計 5,387百万円 

評価性引当額 △1,337百万円 

繰延税金資産合計 4,049百万円 

（繰延税金負債）  

 その他有価証券評価差額金 △2,474百万円 

 固定資産圧縮準備金 △1,118百万円 

 その他 △66百万円 

繰延税金負債合計 △3,659百万円 

繰延税金資産の純額 390百万円 
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(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 32.9％ 

 （調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △18.6％ 

住民税均等割額 0.4％ 

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 3.7％ 

評価性引当額 6.7％ 

その他 1.5％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.7％ 

(３) 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」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月29日に国

会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28年４月１日以降

解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.1％から、回収又は支払が見込まれる期間

が平成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは30.7％、平成30年４月１日以降のものについては30.5％

にそれぞれ変更されております。 

 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が80百万円減少し、当事業年度に計上

された法人税等調整額が210百万円、その他有価証券評価差額金が129百万円それぞれ増加しております。 

 

７．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 
当期末残高 
(百万円) 

子会社 

富士ファイバー
グラス㈱ 

100.0 
製品の購入 仕入高 8,091 買掛金 1,319 

資金の預り 資金の預り 1,384 預り金 2,043 

日東グラスファ
イバー工業㈱ 

100.0 

原料・製品の
購入 

仕入高 5,963 買掛金 614 

電力の販売 
電力販売 
収益 

718 未収入金 65 

資金の預り 資金の預り 1,158 預り金 1,261 

㈱双洋 60.0 
製品の販売 売上高 4,972 売掛金 1,845 

資金の預り 資金の預り 1,193 預り金 1,211 

パラマウント 
硝子工業㈱ 

100.0 
製品の購入 仕入高 1,730 買掛金 1,356 

資金の預り 資金の預り 1,753 預り金 2,287 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 製品の販売、原料・製品の購入及び電力の販売については、市場価格を勘案し価格交渉の上決定しております。

上記表における金額のうち、当期末残高については消費税等を含めており、取引金額については消費税等を含

めておりません。 

(2) 資金の預りについては、ＣＭＳ（キャッシュマネジメントサービス）に係るものであり、利息は市場金利を勘

案して合理的に決定しております。また、取引金額は、当期における平均預り残高を記載しております。 

 

８．１株当たり情報に関する注記 

１株当たり純資産額 298円61銭 

１株当たり当期純利益金額 21円08銭 

 

 

 


	担保に供している資産及び担保付債務は、次のとおりであります。

