
１、重要な会計方針
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
　　満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
(2) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　　資金の範囲は現金及び現金同等物としている。
(3)  消費税等の会計処理
　　税込みで処理している。

２、基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

３、基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

財務諸表に対する注記

(単位：円）
科            目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

普通預金 0 1,050,000 0 1,050,000
投資有価証券 0 99,959,290 8,411 99,950,879

合            計 0 101,009,290 8,411 101,000,879

(単位：円）
(うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に
産からの充当額) 産からの充当額) 対応する額)

普通預金 1,050,000 (1,050,000) (0) (0)
投資有価証券 99,950,879 (98,950,000) (1,000,879) (0)
合            計 101,000,879 (100,000,000) (0) (0)

科            目 当期末残高

４、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

５、関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次の通りである。

６、 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は
以下のとおりである。

(単位：円）
科            目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

普通預金 0 1,050,000 0 1,050,000
投資有価証券 0 99,959,290 8,411 99,950,879

合            計 0 101,009,290 8,411 101,000,879

(単位：円）
(うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に
産からの充当額) 産からの充当額) 対応する額)

普通預金 1,050,000 (1,050,000) (0) (0)
投資有価証券 99,950,879 (98,950,000) (1,000,879) (0)
合            計 101,000,879 (100,000,000) (0) (0)

科            目 当期末残高

（単位：円）
種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

１０年利付国債　第３０６回 99,950,879 99,029,160 -921,719
合            計 99,950,879 99,029,160 -921,719

議決権

属性 法人等の名称 住所 資産総額 の所有

(百万円） 割合

支配法人 住友電気工業(株) 大阪市 1,029,066 電線等の製造販売 - なし 支配 寄付金 100,000,000 受取寄付金 -

支配法人 住友電気工業(株) 大阪市 1,029,066 電線等の製造販売 - なし 支配 寄付金 91,000,000 受取寄付金 -

事業の内容
又は職業

期末残高
（単位：円）

科目
取引金額
（単位：円）

取引の内容
事業上
の関係

役員の
兼務等

関係内容

（単位：円）

現金預金勘定 0 現金預金勘定 6,724,211
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 0 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 0
現金及び現金同等物 0 現金及び現金同等物 6,724,211

前期末 当期末

(単位：円）
科            目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

普通預金 0 1,050,000 0 1,050,000
投資有価証券 0 99,959,290 8,411 99,950,879

合            計 0 101,009,290 8,411 101,000,879

(単位：円）
(うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に
産からの充当額) 産からの充当額) 対応する額)

普通預金 1,050,000 (1,050,000) (0) (0)
投資有価証券 99,950,879 (98,950,000) (1,000,879) (0)
合            計 101,000,879 (100,000,000) (0) (0)

科            目 当期末残高

（単位：円）
種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

１０年利付国債　第３０６回 99,950,879 99,029,160 -921,719
合            計 99,950,879 99,029,160 -921,719

議決権

属性 法人等の名称 住所 資産総額 の所有

(百万円） 割合

支配法人 住友電気工業(株) 大阪市 1,029,066 電線等の製造販売 - なし 支配 寄付金 100,000,000 受取寄付金 -

支配法人 住友電気工業(株) 大阪市 1,029,066 電線等の製造販売 - なし 支配 寄付金 91,000,000 受取寄付金 -

事業の内容
又は職業

期末残高
（単位：円）

科目
取引金額
（単位：円）

取引の内容
事業上
の関係

役員の
兼務等

関係内容

（単位：円）

現金預金勘定 0 現金預金勘定 6,724,211
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 0 預入期間が３ヶ月を超える定期預金 0
現金及び現金同等物 0 現金及び現金同等物 6,724,211

前期末 当期末


