
株 主 各 位

第67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事項

第67期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）

1. 計算書類の「個別注記表」……………１頁

2. 連結計算書類の「連結注記表」………７頁

日特建設株式会社

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第19条の定めに基づき、インターネット上の当社

ウェブサイト（http://www.nittoc.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。
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　個 別 注 記 表

一. 重要な会計方針に係る事項

　1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券………………………償却原価法（定額法）

(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…………………………事業年度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

　2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 販売用不動産………………………………個別法に基づく原価法（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）

(2) 未成工事支出金……………………………個別法に基づく原価法

(3) 材料貯蔵品…………………………………先入先出法に基づく原価法（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）

　3. 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

　ただし、平成10年４月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び機械装置につい

ては定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定

する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く)……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

定額法によっております。

　 (3) 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。

　4. 引当金の計上基準

　 (1) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒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。
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　 (2) 完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事に対する将来の見

積補償額に基づいて計上しております。

　 (3) 工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見

込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計

上しております。

　 (4) 賞与引当金

　従業員賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

　 (5) 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、期間定額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処理方法

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発生の翌事業年度から費用処理しております。
　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
用処理しております。

なお、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

いが連結貸借対照表と異なります。

　5. 重要な収益及び費用計上基準

　 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　 ① 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工事

　 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

　 ② その他の工事

　 工事完成基準

当事業年度において工事進行基準を適用した完成工事高 32,359百万円

　6. 消費税等の会計処理

　 消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

　7. 連結納税制度の適用

　 連結納税制度を適用しております。
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二．表示方法の変更に関する注記

（損益計算書）
　前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました得意先からの回収に
係る「ファクタリング手数料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記し
ております。
　なお、前事業年度の「ファクタリング手数料」は、17百万円であります。

三. 貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する短期金銭債権 45百万円

　 関係会社に対する短期金銭債務 207百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 7,556百万円

　3. 偶発債務

（保証債務）

　 (1) 当社の販売物件購入に対する借入金について保証を行っております。

９件 26百万円

(2) 住宅資金融資規定により従業員が銀行から借入れた住宅資金に対する債務の保証を行っ

ております。 45百万円

（訴訟関連）

　当社は、平成25年９月５日付で、一部の元役員らより、役員退職慰労金に関する損害

賠償請求訴訟（請求金額2億7,735万5,500円）の提起を受け、現在係争中であります。

　当社は、かかる一部の元役員らの請求には理由がないものと判断しており、当社顧問

弁護士も同様の意見であることから、本訴訟に対しては全面的に争う所存であります。

4. その他有形固定資産については、取得価額から国庫補助金による圧縮記帳額2百万円が控

除されております。

5. 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに

両建てで表示しております。

　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応す

る額は1百万円であります。

6. 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結してお

ります。

　当事業年度末における貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであ
ります。

貸出コミットメントの総額 2,200百万円

借入実行残高 　―円

差引額 2,200百万円
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四. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社からの仕入高 860百万円

2. 関係会社との営業取引以外の取引 0百万円

3. 完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額 67百万円

五. 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

株式の種類
当事業年度期首の
株式数（株）

当事業年度増加
株式数（株）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末の
株式数（株）

普通株式 1,325,180 4,280 356 1,329,104

（変動事由の概要）

自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増請求による売渡しによる減少分であります。

2. 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)

配当の
原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日
効力
発生日

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 255 利益剰余金 6.00
平成25年
３月31日

平成25年
６月28日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成26年６月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

決議
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

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 340 利益剰余金 8.00
平成26年
３月31日

平成26年
６月30日
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六. 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)

販売用不動産 5百万円

未払事業税 51百万円

賞与引当金 204百万円

貸倒引当金 5百万円

完成工事補償引当金 6百万円

工事損失引当金 24百万円

確定拠出年金未払金 88百万円

退職給付引当金 1,445百万円

減損損失 16百万円

その他 99百万円

　繰延税金資産小計 1,947百万円

評価性引当額 △65百万円

　繰延税金資産合計 1,882百万円
　 (繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 95百万円

　繰延税金負債合計 95百万円

　繰延税金資産純額 1,786百万円

（法人税等の税率の変更）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布さ

れ、平成26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなり

ました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平

成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01％

から35.64％になります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額は29百万円減少し、法人税等調整額が同額増加

しております。
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七．関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

八．１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 385円58銭

2. １株当たり当期純利益 38円21銭

九．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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　連 結 注 記 表

一. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　1. 連結の範囲に関する事項

　 (1) 連結子会社の数及び名称

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称 緑興産㈱

山口アースエンジニアリング㈱

　 (2) 非連結子会社の数及び名称

非連結子会社の数 １社

非連結子会社の名称 島根アースエンジニアリング㈱

　 (連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、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）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼし

ていないため、連結の範囲から除外しております。

(注)当社は当連結会計年度末より、子会社は重要性の如何に関わらず全て連結対象とす

ることとしました。これは、地域要件を満たし、積極的に受注活動を展開するために子

会社の活用を視野に入れていることによるもので、結果、子会社は全て連結対象とする

ことがグループの実体を表すと考えたことによるものです。このため、当連結会計年度

に新規設立した山口アースエンジニアリング株式会社を連結範囲に含めております。

　なお、従来より、重要性の観点から連結範囲から除いていた島根アースエンジニアリ

ング株式会社は他制度との関係から、当連結会計年度から足並みを揃えて連結範囲に含

めることが出来ませんが、当該制度との関係が解消する翌連結会計年度中には連結の範

囲に含める方針です。

　2. 持分法の適用に関する事項

　 持分法非適用の非連結子会社の数及び名称

非連結子会社の数 １社

非連結子会社の名称 島根アースエンジニアリング㈱

　 (持分法を適用しない理由）

　非連結子会社は、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、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外

しております。

　3. 連結子会社の事業年度に関する事項

　 連結子会社の事業年度の末日は３月31日であり、連結決算日と一致しております。
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　4. 会計処理基準に関する事項

　 (1) 重要な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) 満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

　 (b) その他有価証券

時価のあるもの………………連結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

　 ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

(a) 商 品………………………先入先出法に基づく原価法（連結貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

(b) 販売用不動産……………………個別法に基づく原価法（連結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）

(c) 未成工事支出金…………………個別法に基づく原価法

(d) 材料貯蔵品………………………先入先出法に基づく原価法（連結貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

　 (2) 重要な減価償却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

　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）及び機械装置に

ついては定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く)……………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

づく定額法によっております。

　 ③ 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

　 ① 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒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。
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　 ② 完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事に対する

将来の見積補償額に基づいて計上しております。

　 ③ 工事損失引当金

　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の

発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損

失見込額を計上しております。

　 ④ 賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額のうち当連結会
計年度に負担すべき額を計上しております。

　 (4) 退職給付に係る会計処理の方法

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、期間定額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処理方法

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発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

数理計算上の差異は、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（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連結会

計年度から費用処理しております。

③小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

　 (5) 重要な収益及び費用計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

① 当連結会計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工事

　 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

② その他の工事

　 工事完成基準

当連結会計年度において工事進行基準を適用した完成工事高 32,378百万円

　 (6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

　 ① 消費税等の会計処理

　 消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

　 ② 連結納税制度の適用

　 連結納税制度を適用しております。
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二. 会計方針の変更に関する注記

退職給付に関する会計基準等の適用による変更

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退

職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当連

結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指

針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した

額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び

未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な

取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の

包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が4,241百万円計上され

るとともに、その他の包括利益累計額が116百万円減少しております。

三. 表示方法の変更に関する注記

　 （連結貸借対照表）

　前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払法人税

等」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「未払法人税等」は、290百万円であります。

　 （連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました得意先から

の回収に係る「ファクタリング手数料」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年

度より区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「ファクタリング手数料」は、17百万円であります。

四. 追加情報に関する注記

　 （法人税等の税率の変更）

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に

公布され、平成26年４月１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課され

ないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する

法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差

異については従来の38.01％から35.64％になります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額は30百万円減少し、法人税等調整額が同額

増加しております。
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五．連結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 7,404百万円

2. 投資有価証券のうち非連結子会社に対するもの 10百万円

　3. 偶発債務

　 （保証債務）

　 (1) 当社の販売物件購入に対する借入金について保証を行っております。

　 ９件 26百万円

(2) 住宅資金融資規定により従業員が銀行から借入れた住宅資金に対する債務の保証を行っ

ております。 45百万円

　 （訴訟関連）

　当社は、平成25年９月５日付で、一部の元役員らより、役員退職慰労金に関する損害

賠償請求訴訟（請求金額2億7,735万5,500円）の提起を受け、現在係争中であります。

　当社は、かかる一部の元役員らの請求には理由がないものと判断しており、当社顧問

弁護士も同様の意見であることから、本訴訟に対しては全面的に争う所存であります。

4. その他有形固定資産については、取得価額から国庫補助金による圧縮記帳額2百万円が

控除されております。

5. 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに

両建てで表示しております。

　損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応す

る額は1百万円であります。

6. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント

契約を締結しております。

　当連結会計年度末における貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおり

であります。

貸出コミットメントの総額 2,200百万円

借入実行残高 　―円

差引額 2,200百万円

六．連結損益計算書に関する注記

完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額 67百万円
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七．連結株主資本等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
当連結会計年度期首

の株式数（株)
当連結会計年度
増加株式数（株)

当連結会計年度
減少株式数（株)

当連結会計年度末の
株式数（株)

普通株式 43,919,291 ― ― 43,919,291

合計 43,919,291 ― ― 43,919,291

　2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

の株式数（株)
当連結会計年度
増加株式数（株)

当連結会計年度
減少株式数（株)

当連結会計年度末の
株式数（株)

普通株式 1,325,180 4,280 356 1,329,104

（変動事由の概要）

（１）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

（２）自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増請求による売渡しによる減少分であり

　 ます。

　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)

配当の
原資

１株当たり
配当額
（円）

基準日
効力
発生日

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 255 利益剰余金 6.00
平成25年
３月31日

平成25年
６月28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26年6月27日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しており

　 ます。

決議
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

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 340 利益剰余金 8.00
平成26年
３月31日

平成26年
６月30日
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八．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) 金融商品に関する取組方針

　当社グループは、事業目的に沿った必要な運転資金を、銀行借入により調達しておりま

す。一時的な余資は、短期的な預金等で運用しております。また、デリバティブは、実需

に応じた一定の範囲内で行い、投機的な取引は行わない方針であります。なお、当連結会

計年度はデリバティブ取引を利用しておりません。

　 (2) 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、取引相手先の信用リスクに晒されて

おります。

　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク

に晒されております。

　営業債務である支払手形・工事未払金等は、支払期日が集中しており、流動性リスクに

晒されております。

　運転資金としての借入金は、市場価格の変動リスク（金利リスク）に晒されておりま

す。

　 (3) 金融商品に係るリスク管理体制

　 ① 信用リスク（取引相手先の契約不履行に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信管理規程、債権管理要領に従い、受取手形・完成工事未収入金

等について、関連部署で、定期的に主要な取引相手先をモニタリングし、取引相手先毎

に債権残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を

図っております。

　 ② 市場リスク（市場の相場変動リスク）の管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

するとともに、市況や取引先との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しておりま

す。

　借入金（金利リスク）については、借入金残高を適時適切に管理することにより、金

利リスクを抑制しております。なお、当連結会計年度はデリバティブ取引（金利スワッ

プ取引）を利用しておりません。

　 ③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新

するとともに、手元流動性の維持や取引銀行との貸出コミットメント契約の締結等によ

り、流動性リスクを管理しております。
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　2. 金融商品の時価等に関する事項

　平成26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含まれてお

りません。（（注）2.参照）

連結貸借対照表
計上額（百万円)

時価（百万円) 差額（百万円)

(1) 現金及び預金 12,277 12,277 ―

(2) 受取手形・完成工事未収入金等 16,631 16,631 ―

(3) 投資有価証券 ―

　 その他有価証券 587 587 ―

資産計 29,496 29,496 ―

(1) 支払手形・工事未払金等 14,634 14,634 ―

(2) 短期借入金 400 400 ―

(3) 長期借入金 1,200 1,200 ―

負債計 16,234 16,234 ―

デリバティブ取引 ― ― ―

　(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
資 産
(1) 現金及び預金、(2）受取手形・完成工事未収入金等
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、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、株式は取引所の価格によっております。
　また、その他有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。

種類
取得原価又は償却
原価（百万円）

連結貸借対照表
計上額（百万円)

差額（百万円)

連結貸借対照表計上
額が取得原価又は償
却原価を超えるもの

株式 310 587 277

合計 310 587 277

　 当連結会計年度中において保有目的が変更となった株式はありません。
負 債
(1) 支払手形・工事未払金等
　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
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(2) 短期借入金、(3)長期借入金
　これらは変動金利によっており、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状況は実行後
大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価
額によっております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引は行っておりません。

　(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円)

関係会社株式（非上場株式） 10

その他有価証券（非上場株式） 110

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「（3）投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

九．１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 384円37銭

2. １株当たり当期純利益 39円06銭

十．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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