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三井金属鉱業株式会社
当社は、第96期定時株主総会招集ご通知に際して、株主の皆様にご提供すべ
き書類のうち、「連結注記表」および「個別注記表」として表示すべき事項
につきましては、法令および当社定款の定めにより、インターネット上の当
社ウェブサイト（https://www.mitsui-kinzoku.com/）へ掲載し、ご提供
しております。



連結注記表
Ⅰ．記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
Ⅱ．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

１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数：53社

主要会社名：神岡鉱業㈱、八戸製錬㈱、彦島製錬㈱、奥会津地熱㈱、台湾銅箔股份有限公司、
Mitsui Copper Foil（Malaysia）Sdn.Bhd.、台湾特格股份有限公司、三井金属商事
㈱、三井金属エンジニアリング㈱、三井金属アクト㈱、GECOM Corp.、Mitsui Siam 
Components Co.,Ltd.、広東三井汽車配件有限公司、三井金属愛科特（上海）管理有
限公司、Mitsui Kinzoku Components India Private Limited、日比共同製錬㈱

　当期より日比製煉株式会社の株式を追加取得したことにより持分比率が増加したため、同社お
よびその子会社である日比共同製錬株式会社を連結の範囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要会社名：河南大井星光汽車零部件製造有限公司
（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う
額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも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
(1) 持分法適用の非連結子会社の数：０社
(2) 持分法適用の関連会社数：７社

会社名：パンパシフィック・カッパー㈱、エム・エスジンク㈱、パウダーテック㈱、吉野川電線㈱、
㈱ナカボーテック、三井住友金属鉱山伸銅㈱、Compania Minera Quechua S.A.

　前期において持分法適用会社であったPPC Canada Enterprises Corp.、MFN投資合同会社は、
保有株式を売却したことにより、当期末より持分法適用の範囲から除外しております。
　また、当期より持分法適用会社であった日比共同製錬株式会社を連結の範囲に含めたため、持分
法適用の範囲から除外しております。

(3) 持分法を適用していない非連結子会社および関連会社のうち主要な会社等の名称等
主要会社名：河南大井星光汽車零部件製造有限公司
（持分法を適用しない理由）

　持分法を適用していない非連結子会社および関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）およ
び利益剰余金（持分に見合う額）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) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算
書類を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
　従来、決算日が12月31日である連結子会社については、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日
との間に生じた重要な取引について、連結上必要な調整を行っておりましたが、より適切な連結計算書
類の開示を行うため、当期より、三井銅箔（香港）有限公司は、決算日を３月31日に変更し、三井銅箔
（蘇州）有限公司、三井金属特種陶瓷（蘇州）有限公司、Compania Minera Santa Luisa S.A.、上海
三井鑫云貴稀金属循環利用有限公司、三井金属（上海）企業管理有限公司、三井金属貿易(上海)有限公
司は、連結決算日に仮決算を行う方法に変更しております。
　この決算期変更に伴い、当期は2020年１月１日から2020年３月31日までの３か月分の損益につい
て、利益剰余金の減少195百万円として調整し連結しております。
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４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

①有価証券：子会社株式および関連会社株式
・主として総平均法による原価法

満期保有目的の債券
・償却原価法（定額法）

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
総平均法または移動平均法により算定）

・時価のないもの････主として総平均法による原価法
②デリバティブ：時価法
③たな卸資産：当社：金属事業本部、触媒事業部

連結子会社：三井金属アクト㈱、神岡鉱業㈱（金属粉工場を除く）、八戸製錬㈱　他
…先入先出法による原価法（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）
当社：銅箔事業部

…移動平均法による原価法（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）

当社：機能材料事業本部（触媒事業部および銅箔事業部を除く）、関連事業統括部
連結子会社：神岡鉱業㈱の金属粉工場、日本イットリウム㈱、三谷伸銅㈱　他

…総平均法による原価法（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）

在外子会社のたな卸資産
…総平均法または先入先出法による低価法

(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）

　建物及び構築物、機械装置及び運搬具ならびにその他の有形固定資産については主として定率
法を、鉱業用地については生産高比例法を採用しております。
　但し、当社の韮崎・上尾地区の一部（福利厚生施設）および連結子会社の神岡鉱業㈱（金属粉
製造設備を除く）、三谷伸銅㈱、奥会津地熱㈱、三井金属アクト㈱、三井金属ダイカスト㈱、日
比製煉㈱、日比共同製錬㈱、Mitsui Copper Foil（Malaysia）Sdn.Bhd.、GECOM Corp.、台
湾銅箔股份有限公司、Mitsui Siam Components Co.,Ltd.、無錫大昌機械工業有限公司、広東三
井汽車配件有限公司、三井金属（珠海）環境技術有限公司等の有形固定資産については定額法を
採用しております。
　なお、当社および国内連結子会社の1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。

②無形固定資産（リース資産を除く）
　鉱業権は生産高比例法を、その他の無形固定資産については定額法を採用しております。
　なお、自社利用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。

③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
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。
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(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
　従業員に対する賞与支給見込額のうち、当期負担額を当期の費用に計上するため設定したもの
であり、算定方法は支給見込額基準によっております。

③役員賞与引当金
　役員賞与の支出に備えて、当期における支給見込額に基づき計上しております。

④製品保証引当金
　製品の無償修理費用の支出に備えるため、個別に見積可能なクレームについてはその見積額を、
その他については、売上高に対する過去の支出割合に基づき必要額を計上しております。

⑤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、当期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。

⑥事業構造改善引当金
　製造拠点統合等の事業構造改善に伴い発生する損失に備えるため、見積額を計上しております。

⑦たな卸資産処分損失引当金
　たな卸資産の処分に伴う損失に備えるため、見積額を計上しております。

⑧役員退職慰労引当金
　役員の退任時に支給される慰労金の支払いに備えるため、社内規定に基づく期末基準額を計上
しております。

⑨環境対策引当金
　ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の処理が法定化されたことに伴い、ＰＣＢ廃棄物の処理費用に
充てるため、見積額を計上しております。
　また、土地改良・公害防止事業等に係る費用の支出に充てるため、見積額を計上しております。

⑩金属鉱業等鉱害防止引当金
　金属鉱業施設使用後の鉱害防止に要する費用の支出に充てるため、所要額を計上しております。

⑪訴訟損失引当金
　訴訟や係争案件などの将来発生する可能性のある損失に備えるため、事象ごとに個別のリスク
を検討し、合理的に算定した損失見積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
　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における見込額に基づき、退職
給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期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。
　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（１～５年）による
定額法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、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（１～
12年）による定額法により按分した額を、それぞれ主に発生した期から費用処理しております。

(5) 重要な収益および費用の計上基準
完成工事高および完成工事原価の計上基準
ア．当期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）
イ．その他の工事

工事完成基準
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(6) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準
　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および負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益およ
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およ
び非支配株主持分に含めております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理、振当処理および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

　将来の外貨建による製品（主として地金）の販売およびたな卸資産（主として原材料）の購入
に係る為替相場の変動によるリスクを回避する目的で、為替予約取引および通貨スワップ取引を
利用しております。
　また、金融負債に係る将来の金利変動によるリスクを回避する目的で、借入金を対象とした金
利スワップ取引を利用しております。
　更に国際相場の影響を受ける原材料・製品等の価格変動によるリスクを回避する目的で、金属
先渡取引および燃料先渡取引を利用しております。

③ヘッジ方針
　ヘッジの手段であるデリバティブ取引は通貨関連、金利関連、商品関連とも実需の範囲内で行
う方針としております。

④ヘッジ有効性評価の方法
　通貨スワップ取引、金利スワップ取引、金属先渡取引および燃料先渡取引については、ヘッジ
開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相
場変動の累計とを比較すること等によって、ヘッジの有効性を確認しております。
　また、為替予約取引については、ヘッジ対象の予定取引と重要な条件がほぼ同じであり、ヘッ
ジに高い有効性があるとみなされるため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

(8) のれんの償却方法および償却期間
　のれんの償却については、その金額が僅少の場合を除き、５年間の定額法により償却を行ってお
ります。

(9) 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式により処理しております。
(10) 連結納税制度を適用しております。
(11) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

　当社および一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８
号）において創設されたグループ通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単
体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に
係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱
いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16
日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および繰延税金負債の額について、改正前の税法の規
定に基づいております。
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Ⅲ.表示方法の変更に関する注記
(連結損益計算書)
前期において「特別利益」の「その他特別利益」に含めていた「投資有価証券売却益」45百万円（当期

9,666百万円）は金額的重要性が増したため、当期より区分掲記しております。
前期において区分掲記して表示していた「受取保険金」484百万円（当期487百万円）は、金額的重要性

が乏しくなったため、当期より特別利益の「その他特別利益」に含めて表示しております。

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当期から適用
し、連結注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。

Ⅳ．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当期に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、次期に係る連結計算書
類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
(1) 棚卸資産の評価

商品及び製品　　　53,598百万円
仕掛品　　　　　　35,138百万円
原材料及び貯蔵品　61,396百万円

　棚卸資産は、取得原価で測定しておりますが、期末における正味売却価額または再調達原価が取得原価
よりも下落している場合には、当該正味売却価額または再調達原価で測定し、取得原価との差額は当期の
費用として処理しております。また、営業循環過程から外れた滞留または処分見込等の棚卸資産について
は、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法によっております。市場環境が悪化して正味売却価額等
が著しく下落した場合には、損失が発生する可能性があります。
(2) 繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産　　　 5,875百万円
　繰延税金資産は、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識してお
ります。
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期および金額によって見積っており
ます。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生
した課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、次期の連結計算書類において、繰延税金資産の
金額に重要な影響を与える可能性があります。
　なお、COVID-19の影響に関して、当社グループにおいては、厳重な対策を実施した上で事業活動を継
続しておりますが、経済・企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期
等を予想することは困難なことから、当期末時点で入手可能な外部の情報等を踏まえた将来の予測に基づ
き、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
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Ⅴ．連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産および担保に係る債務

①担保に供している資産
有形固定資産 6,565百万円 （6,565百万円）

②担保に係る債務
長期借入金 1,088百万円 （1,088百万円）
上記のうち、（　）内書は工場財団抵当ならびに当該債務を示しております。

(2) 共同支配企業に対する投資額 11,521百万円
(3) 保証債務

保証総額 うち当社負担額
債務保証 56,374百万円 56,374百万円

(4) 債権流動化に伴う買戻義務 549百万円
(5) 受取手形割引高 14百万円
(6) 国庫補助金により、固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額

建物及び構築物 469百万円
機械装置及び運搬具 3,101百万円
その他 182百万円
計 3,754百万円

Ⅵ．連結損益計算書に関する注記
(1) 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、前期の簿価切下額の戻入額と当期の

たな卸資産評価損を相殺した金額2,792百万円が、戻入益として売上原価に含まれております。
(2) 減損損失

当期において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上いたしました。
当社グループは、事業用の資産については管理会計の区分に基づき、工場別・製品別等の単位に

よりグルーピングしております。
また、減損の兆候のある貸与資産、遊休資産については、個別資産別に減損損失認識の判定を行

っております。
場所 用途 種類 減損損失

（百万円）

大韓民国京畿道平澤市 製造設備
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
その他

244
　　　　　　　　　37
　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　計 　　　　　　　　　284
その他 遊休資産、共用資産 建物及び構築物他 44

合計（３件） 329

製造設備については、韓国国内での需要縮小を背景とし、生産および販売終了の意思決定を行
ったため、備忘価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

その他に含まれる遊休資産については、他の転用や売却が困難なことから備忘価額まで減額し、
当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

その他に含まれる共用資産については、譲渡することが決定したため、回収可能価額まで帳簿
価額を減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
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(3) 関係会社株式売却益
当社は、2020年２月12日開催の取締役会において、パンパシフィック・カッパー株式会社（以下、

ＰＰＣ）がその事業の一部をＰＰＣが新設するＪＸ金属製錬株式会社（以下、ＪＸ製錬）に承継させ
る吸収分割を実施し、ＰＰＣが保有するＪＸ製錬株式を当社およびＪＸ金属株式会社（以下、ＪＸ）
へ現物配当すること、およびＪＸとＪＸ製錬が金銭対価の株式交換を実施することにより、ＪＸ製錬
をＪＸの100％子会社とすることを決議し、2020年４月１日付で実施しております。その理由につ
いては、「Ⅺ．その他の注記　１．株式取得による企業結合」に記載のとおりです。

上記の株式交換により、当社の保有するＪＸ製錬株式はＪＸに移転し、同社より金銭の交付を受け
たことから、当期において、関係会社株式売却益13,450百万円を計上しております。
(4) 銅鉱山権益譲渡損失

当社は、2020年11月９日開催の取締役会において、当社が保有する全てのカセロネス銅鉱山権益
について、ＪＸ金属株式会社（以下、ＪＸ）に譲渡することを決議し、2021年２月５日付で実施し
ております。

当社は、事業ポートフォリオ最適化の観点から、カセロネス銅鉱山事業の今後の位置づけについて
検討してまいりました。その結果、カセロネス銅鉱山事業へ配分している経営資源を当社の他の事業
へ投入することが、より企業価値の向上に資するとの結論に達したことから、今回の権益譲渡を実施
したものであります。

上記の権益譲渡を実施したことから、当期において、銅鉱山権益譲渡損失20,482百万円を計上し
ております。

内容は、次のとおりであります。
１．関係会社株式売却損益

2020年11月９日開催の取締役会決議に基づき、ＪＸとMFN投資株式会社（以下、MFI）および
ニッポン・カセロネス・リソーシズ株式会社（以下、NCR）が、それぞれ金銭対価の株式交換を実
施したことにより、MFIおよびNCRはＪＸの100％子会社となっております。

上記の株式交換により、当社の保有するMFI株式およびNCR株式はＪＸに移転し、同社より金銭
の交付を受けたことから、関係会社株式売却損益を計上しております。
（ア）当社に金銭の交付を行った会社の名称

ＪＸ金属株式会社
（イ）株式交換の時期

2021年２月５日
（ウ）株式を移転した会社の名称および事業内容

①MFN投資株式会社
事業の内容：カセロネス銅・モリブデン鉱山への融資を目的とした会社への投資
②ニッポン・カセロネス・リソーシズ株式会社
事業の内容：カセロネス銅・モリブデン鉱山関連事業

（エ）移転した株式の数、対価、損益および移転後の持分比率
①MFN投資株式会社
ア．移転した株式の数　34株
イ．対価（金銭の交付）　0百万円
ウ．損益　0百万円の利益
エ．移転後の持分比率　－％
②ニッポン・カセロネス・リソーシズ株式会社
ア．移転した株式の数　3,220株
イ．対価（金銭の交付）　0百万円
ウ．損益　2,083百万円の損失
エ．移転後の持分比率　－％
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２．貸付債権譲渡損失
2020年11月９日開催の取締役会決議に基づき、カセロネス銅鉱山権益を譲渡するための条件と

して、同鉱山の運営に要した資金のうち当社が追加で負担すべき金額をNCRに対し貸付け、当該債
権をＪＸに譲渡したことから、当該譲渡に伴う損失を計上しております。
（ア）譲渡した相手会社の名称

ＪＸ金属株式会社
（イ）譲渡の時期
2021年２月５日

（ウ）譲渡価額および損益
ア．譲渡価額　　　0百万円
イ．損益　 　18,399百万円の損失
（注）当社が追加で貸付を実行した金額33,465百万円のうち、損失として計上した額

Ⅶ．連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

当期首株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

発行済株式
普通株式 57,296 ― ― 57,296

合計 57,296 ― ― 57,296
自己株式

普通株式 190 0 ― 190
合計 190 0 ― 190

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

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 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2020年６月26日
定時株主総会 普通株式 3,997百万円 70円 2020年３月31日 2020年６月29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
（決議） 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり

配当額 基準日 効力発生日
2021年６月29日

定時株主総会 普通株式 4,853百万円 利益剰余金 85円 2021年３月31日 2021年６月30日

8



Ⅷ．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、必要な資金を主に銀行等金融機関からの借入やコマーシャル・ペーパーおよび社債
発行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の安全性の高い金融資産で運用しており
ます。
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うととも
に、必要に応じ主な取引先の信用状況を調査する体制としております。
　投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であります。
　支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。
　借入金の使途は、短期借入金は主に運転資金であり、長期借入金（原則として５年以内）および社債
は主に設備投資資金（長期）であります。
　なお、デリバティブは、取引権限を定めた社内規定に従い、実需に基づいた取引に限定し、短期的な
売買差益を獲得する目的（トレーディング目的）や投機目的のためのデリバティブ取引は行っておりま
せん。

２．金融商品の時価等に関する事項
　2021年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額に
ついては、次のとおりであります。

連結貸借対照表
計上額（※１）

（百万円）
時価（※１）
（百万円）

差額
（百万円）

 (1) 現金及び預金 30,413 30,413 ―
 (2) 受取手形及び売掛金 113,209 113,209 ―
 (3) 投資有価証券 13,628 15,076 1,448
 (4) 支払手形及び買掛金 （45,660） （45,660） ―
 (5) 短期借入金 （68,109） （68,137） 27
 (6) コマーシャル・ペーパー （21,000） （21,000） ―
 (7) １年内償還予定の社債 （10,000） （10,004） 4
 (8) 社債 （40,000） （40,014） 14
 (9) 長期借入金 （108,821） （108,872） 50
 (10) デリバティブ取引（※２） 177 177 ―
（※１）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。
（※２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金ならびに (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、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
　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。
(5) 短期借入金および (6) コマーシャル・ペーパー
　これらのうち、１年内返済予定の長期借入金は、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。
　その他のものは、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。
(7) １年内償還予定の社債および (8) 社債
　これらの時価については、セカンダリー（気配値）の流通利回りで割り引いて算定する方法に
よっております。
(9) 長期借入金
　これらの時価については、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。
(10) デリバティブ取引
　これらの時価については、時価の算定方法は、取引先金融機関および商社等から提示された価
格等によっております。

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額43,344百万円）および非公募の内国債券（連結貸借対照
表計上額240百万円）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」には含め
ておりません。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 3,484円21銭
２．１株当たり当期純利益金額 784円01銭

Ⅹ．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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Ⅺ．その他の注記
１．株式取得による企業結合

当社は、2020年２月12日開催の取締役会において、当社とＪＸ金属株式会社（以下、ＪＸ）との共同出
資会社であり、当社の持分法適用関連会社であるパンパシフィック・カッパー株式会社（以下、ＰＰＣ）が、
その事業の一部をＰＰＣが新設する日比製煉株式会社（以下、日比製煉）に承継させる吸収分割を実施し、
ＰＰＣが保有する日比製煉株式を当社およびＪＸへ現物配当すること、およびＪＸが保有する日比製煉株式
の全てを当社が取得することにより、日比製煉を当社の100％子会社とすることを決議し、2020年４月１
日付で実施しております。また、日比製煉は、ＰＰＣが保有する日比共同製錬株式会社（以下、日比共同）
の株式を承継したことから、当社の持分法適用関連会社である日比共同は、連結子会社となっております。

  (1)企業結合の概要
①被取得企業の名称および事業の内容
ア．日比製煉株式会社

事業の内容：電気銅等の製錬・精製受委託　他
イ．日比共同製錬株式会社

事業の内容：電気銅等の製錬・精製受託　他
②企業結合を行った主な理由

当社およびＪＸは、2000年10月に銅製品の共販会社としてＰＰＣを設立いたしました。その後、2006
年４月１日に銅製錬機能の一体運営による競争力強化のため、それぞれの銅製錬機能をＰＰＣに移管する
生産統合を行い、ＰＰＣにおいて資源開発事業、原料調達から製錬・製品販売までの銅事業一貫運営体制
を構築し、これまで運営してまいりました。

生産統合以降、当社は既存の鉛・亜鉛・貴金属製錬ネットワークのシナジー追求、ＪＸは下流事業強化
に伴う製錬事業の役割見直しなど、それぞれの事業戦略による収益拡大を模索してまいりました。この度、
各々の銅製錬所の特徴・特性を熟知する当社およびＪＸが、それぞれ自社の事業ポートフォリオの中で独
自に製錬所を活用していくことにより、現在の銅製錬機能の競争力をより高められると判断いたしました。

これに伴い、2020年４月１日をもって、ＰＰＣが運営する銅製錬機能である日比製煉所および日比共
同玉野製錬所(ＰＰＣ保有権益分63.51%)と、佐賀関製錬所および日立精銅工場を、それぞれ当社および
ＪＸが製錬子会社として運営することといたしました。
③企業結合日

2020年４月１日
④企業結合の法的形式

ＰＰＣを分割会社とし、日比製煉を承継会社とする吸収分割、ＰＰＣによる日比製煉株式の現物配当な
らびにＪＸから当社への日比製煉株式の譲渡
⑤取得する議決権比率
ア．日比製煉株式会社（2020年２月３日設立）

企業結合直前に所有する議決権比率　　　 32.20％（間接所有）
企業結合日に追加取得する議決権比率　　 67.80％
取得後の議決権比率　　　　　　　　　  100.00％（直接所有）

イ．日比共同製錬株式会社
企業結合直前に所有する議決権比率　　　 20.45％（間接所有）
企業結合日に追加取得する議決権比率　　 43.06％（間接所有）
取得後の議決権比率　　　　　　　　　　 63.51％（間接所有）

⑥取得企業を決定するに至った主な根拠
日比製煉株式会社および日比共同製錬株式会社に対する当社の議決権比率等を勘案した結果、当社を取

得企業といたしました。
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  (2)連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年４月１日から2021年３月31日まで

  (3)被取得企業の取得原価および対価の種類ごとの内訳
企業結合直前に所有する普通株式の企業結合日における時価　1,352百万円
取得の対価　取得に伴い支出する現金　　　　　　　　　　　2,800百万円
取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,152百万円

  (4)被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
段階取得に係る差損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,500百万円

  (5)主要な取得関連費用の内容および金額
アドバイザリー業務等に対する報酬・手数料等　　　　　　　　 10百万円

  (6)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間
①発生したのれんの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　703百万円
②発生要因

主として日比製煉株式会社の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。
③償却方法および償却期間

５年間の定額法
  (7)企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

流動資産　　10,114百万円
固定資産　　27,835百万円
資産合計　　37,950百万円
流動負債　　32,578百万円
負債合計　　32,578百万円
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個別注記表
Ⅰ．記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
Ⅱ．重要な会計方針に関する注記

１．資産の評価基準および評価方法
(1) 有価証券

子会社株式および関連会社株式………………………総平均法による原価法
その他有価証券

・時価のあるもの……………………………………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、売却原価は総平均法により算定）

・時価のないもの……………………………………総平均法による原価法
(2) デリバティブ：時価法
(3) たな卸資産

金属事業本部、触媒事業部：
…先入先出法による原価法（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）
銅箔事業部：
…移動平均法による原価法（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）
機能材料事業本部（触媒事業部および銅箔事業部を除く）、関連事業統括部：
…総平均法による原価法（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）

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）

　建物および構築物、機械装置および運搬具ならびにその他の有形固定資産については主として定
率法を、鉱業用地については生産高比例法を採用しております。
　但し、韮崎・上尾地区の一部（福利厚生施設）の有形固定資産および1998年４月１日以降に取
得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および
構築物については、定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
　鉱業権については生産高比例法を、その他の諸権利については定額法を採用しております。
　なお、自社利用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。

(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．繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

４．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務については、期末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。

５．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
　従業員に対する賞与支給見込額のうち、当期負担額を当期の費用に計上するため設定したもので
あり、算定方法は支給見込額基準によっております。

(3) 製品保証引当金
　製品の無償修理費用の支出に備えるため、個別に見積可能なクレームについてはその見積額を、
その他については、売上高に対する過去の支出割合に基づき必要額を計上しております。
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(4) 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、当期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。

(5) たな卸資産処分損失引当金
　たな卸資産の処分に伴う損失に備えるため、見積額を計上しております。

(6) 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および年金資産の見込額に基づき
計上しております。
　なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期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。
　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（２年）による定額
法により費用処理しております。
　数理計算上の差異は、その発生年度において一括費用処理しております。

(7) 環境対策引当金
　ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の処理が法定化されたことに伴い、ＰＣＢ廃棄物の処理費用に充
てるため、見積額を計上しております。
　また、土地改良・公害防止事業に係る費用の支出に充てるため、見積額を計上しております。

(8) 金属鉱業等鉱害防止引当金
　金属鉱業施設使用後の鉱害防止に要する費用の支出に充てるため、所要額を計上しております。

(9) 訴訟損失引当金
　訴訟や係争案件などの将来発生する可能性のある損失に備えるため、事象ごとに個別のリスクを
検討し、合理的に算定した損失見積額を計上しております。

６．ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理および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

　将来の外貨建による製品（主として地金）の販売およびたな卸資産（主として原材料）の購入に
係る為替相場の変動によるリスクを回避する目的で、為替予約取引を利用しております。
　また、金融負債に係る将来の金利変動によるリスクを回避する目的で、借入金を対象とした金利
スワップ取引を利用しております。
　更に国際相場の影響を受ける原材料・製品等の価格変動によるリスクを回避する目的で、金属先
渡取引を利用しております。

(3) ヘッジ方針
　ヘッジの手段であるデリバティブ取引は通貨関連、金利関連、商品関連とも実需の範囲内で行う
方針としております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法
　金利スワップ取引および金属先渡取引については、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間
において、ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場変動の累計とを比較すること等によっ
て、ヘッジの有効性を確認しております。
　また、為替予約取引については、ヘッジ対象の予定取引と重要な条件がほぼ同じであり、ヘッジ
に高い有効性があるとみなされるため、ヘッジの有効性の判定を省略しております。

７．消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
８．連結納税制度を適用しております。
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９．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
　当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ
通算制度への移行およびグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に
ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実
務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用」
（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産および
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

10．退職給付に係る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会計処理の方法と異な
っております。

Ⅲ．表示方法の変更に関する注記
(損益計算書)

　前期において「特別利益」の「その他利益」に含めていた「関係会社株式売却益」０百万円（当期13,450
百万円）は、金額的重要性が増したため、当期より区分掲記しております。
　前期において区分掲記していた「貸倒引当金戻入額」106百万円（当期35百万円）は、金額的重要性が
乏しくなったため、当期より特別利益の「その他利益」に含めて表示しております。

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
　「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年3月31日）を当期から適
用し、個別注記表に（会計上の見積りに関する注記）を記載しております。

Ⅳ．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当期に係る計算書類にその額を計上した項目であって、次期に係る計算書類に重
要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。

１．棚卸資産の評価
商品及び製品　　　30,180百万円
仕掛品　　　　　　12,117百万円
原材料及び貯蔵品　27,083百万円

　棚卸資産は、取得原価で測定しておりますが、期末における正味売却価額又は再調達原価が取得原価よ
りも下落している場合には、当該正味売却価額または再調達原価で測定し、取得原価との差額は当期の費
用として処理しております。また、営業循環過程から外れた滞留または処分見込等の棚卸資産については、
帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法によっております。市場環境が悪化して正味売却価額等が著
しく下落した場合には、損失が発生する可能性があります。

２．繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産　　　　　－百万円

　繰延税金資産は、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識してお
ります。
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期および金額によって見積っており
ます。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、実際に発生
した課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、次期の計算書類において、繰延税金資産の金額
に重要な影響を与える可能性があります。
　なお、COVID-19の影響に関して、当社グループにおいては、厳重な対策を実施した上で事業活動を継
続しておりますが、経済・企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期
等を予想することは困難なことから、当期末時点で入手可能な外部の情報等を踏まえた将来の予測に基づ
き、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。
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Ⅴ．貸借対照表に関する注記
１．担保提供資産

　有形固定資産（財団抵当）5,985百万円は長期借入金（１年内に返済予定のものを含む）348百万円の
担保に供されております。

２．保証債務
保証総額 うち当社負担額

債務保証 76,516百万円 76,516百万円
３．債権流動化に伴う買戻義務 415百万円
４．関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 94,605百万円
長期金銭債権 54,225百万円
短期金銭債務 48,227百万円

５．国庫補助金により、固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額
建物 83百万円
機械及び装置 2,077百万円
その他 179百万円
計 2,340百万円

Ⅵ．損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高

売上高 122,958百万円
仕入高 100,594百万円
営業取引以外の取引高 9,549百万円

２．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、前期の簿価切下額の戻入額と当期のたな
卸資産評価損を相殺した金額2,920百万円が、戻入益として売上原価に含まれております。

３．関係会社株式売却益
当社は、2020年２月12日開催の取締役会において、パンパシフィック・カッパー株式会社（以下、Ｐ

ＰＣ）がその事業の一部をＰＰＣが新設するＪＸ金属製錬株式会社（以下、ＪＸ製錬）に承継させる吸収
分割を実施し、ＰＰＣが保有するＪＸ製錬株式を当社およびＪＸ金属株式会社（以下、ＪＸ）へ現物配当
すること、およびＪＸとＪＸ製錬が金銭対価の株式交換を実施することにより、ＪＸ製錬をＪＸの100％
子会社とすることを決議し、2020年４月１日付で実施しております。その理由については、「Ⅻ．その
他の注記１．株式取得による企業結合」に記載のとおりです。

上記の株式交換により、当社の保有するＪＸ製錬株式はＪＸに移転し、同社より金銭の交付を受けたこ
とから、当期において、関係会社株式売却益13,450百万円を計上しております。

４．銅鉱山権益譲渡損失
当社は、2020年11月９日開催の取締役会において、当社が保有する全てのカセロネス銅鉱山権益につい

て、ＪＸ金属株式会社（以下、ＪＸ）に譲渡することを決議し、2021年２月５日付で実施しております。
当社は、事業ポートフォリオ最適化の観点から、カセロネス銅鉱山事業の今後の位置づけについて検討し

てまいりました。その結果、カセロネス銅鉱山事業へ配分している経営資源を当社の他の事業へ投入するこ
とが、より企業価値の向上に資するとの結論に達したことから、今回の権益譲渡を実施したものでありま
す。

上記の権益譲渡を実施したことから、当期において、銅鉱山権益譲渡損失66,769百万円を計上しており
ます。

内容は、次のとおりであります。
(1)関係会社株式売却損

2020年11月９日開催の取締役会決議に基づき、ＪＸとMFN投資株式会社（以下、MFI）およびニ
ッポン・カセロネス・リソーシズ株式会社（以下、NCR）が、それぞれ金銭対価の株式交換を実施し
たことにより、MFIおよびNCRはＪＸの100％子会社となっております。
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上記の株式交換により、当社の保有するMFI株式およびNCR株式はＪＸに移転し、同社より金銭の
交付を受けたことから、関係会社株式売却損を計上しております。
（ア）当社に金銭の交付を行った会社の名称

ＪＸ金属株式会社
（イ）株式交換の時期

2021年２月５日
（ウ）株式を移転した会社の名称および事業内容

①MFN投資株式会社
事業の内容：カセロネス銅・モリブデン鉱山への融資を目的とした会社への投資
②ニッポン・カセロネス・リソーシズ株式会社
事業の内容：カセロネス銅・モリブデン鉱山関連事業

（エ）移転した株式の数、対価、損益および移転後の持分比率
①MFN投資株式会社
ア．移転した株式の数　34株
イ．対価（金銭の交付）　０百万円
ウ．損益　5,966百万円の損失
エ．移転後の持分比率　－％
②ニッポン・カセロネス・リソーシズ株式会社
ア．移転した株式の数　3,220株
イ．対価（金銭の交付）　０百万円
ウ．損益　27,965百万円の損失
エ．移転後の持分比率　－％

(2)貸付債権譲渡損失
2020年11月９日開催の取締役会決議に基づき、カセロネス銅鉱山権益を譲渡するための条件とし

て、同鉱山の運営に要した資金のうち当社が追加で負担すべき金額をNCRに対し貸付け、当該債権を
ＪＸに譲渡したことから、当該譲渡に伴う損失を計上しております。
（ア）譲渡した相手会社の名称

ＪＸ金属株式会社
（イ）譲渡の時期

2021年２月５日
（ウ）譲渡価額および損益

ア．譲渡価額　　　０百万円
イ．損益　 　32,836百万円の損失
（注）当社が追加で貸付を実行した金額33,465百万円のうち、損失として計上した額

Ⅶ．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式に関する事項

株式の種類 当期首株式数
（千株）

当期増加株式数
（千株）

当期減少株式数
（千株）

当期末株式数
（千株）

自己株式
普通株式 190 0 ― 190

合計 190 0 ― 190
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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Ⅷ．税効果会計に関する注記
繰延税金資産およ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）
貸倒引当金 93百万円
賞与引当金 668百万円
退職給付引当金 4,955百万円
環境対策引当金 220百万円
減損損失 2,159百万円
未払事業税 16百万円
投資有価証券評価損 1,490百万円
繰越欠損金 23,158百万円
その他有価証券評価差額金 1百万円
繰延ヘッジ損益 182百万円
その他 1,004百万円

繰延税金資産　小計 33,951百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △22,976百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △9,437百万円
評価性引当額 △32,414百万円

繰延税金資産　合計 1,536百万円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △1,016百万円
前払年金費用 △930百万円
繰延ヘッジ損益 △287百万円
その他 △39百万円

繰延税金負債　合計 △2,274百万円
繰延税金資産（負債△）の純額 △737百万円
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Ⅸ．関連当事者との取引に関する注記
子会社等

属 性 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 期末残高
（百万円）

子会社 神岡鉱業㈱ 所有
直接100％

亜鉛製錬等の委託
資金の貸付
役員の兼任、出向、転籍

長期資金の貸付
(注1)
長期資金の返済
(注1)
主に金属製品の
購入(注2)

4,200

7,543

28,657

長期貸付金

買掛金
(売上原価)

28,195

2,779

子会社 三井金属スタッフサ
ービス㈱

所有
直接100％

人事等の業務委託
役員の兼任、転籍
余剰資金の受入

余剰資金の受入
(注3) ― 預り金 8,338

子会社 八戸製錬㈱ 所有
直接85.51％

亜鉛製錬等の委託
資金の貸付
役員の兼任、出向、転籍

長期資金の返済
(注1)
長期資金の返済
(注1)

5,400

2,820
長期貸付金 9,570

子会社 三井金属エンジニア
リング㈱

所有
直接63.42％

各種プラントの発注・購入
役員の転籍
余剰資金の受入

余剰資金の受入
(注3) ― 預り金 6,019

子会社 三井金属アクト㈱ 所有
直接100％

資金の貸付
役員の兼任、出向、転籍

短期貸付金の純
減(注1) 400 短期貸付金 9,750

子会社 日比製煉㈱ 所有
直接100％

資金の貸付
役員の兼任、出向

短期貸付金の純
増(注1) 6,700 短期貸付金 6,700

子会社 日比共同製錬㈱ 所有
直接63.51％

資金の貸付
役員の兼任、出向

短期貸付金の純
増(注1)
長期資金の貸付
(注1)

4,200

9,000

短期貸付金

長期貸付金

4,200

9,000

子会社 三井金属ダイカスト
㈱

所有
直接100％

資金の貸付
役員の兼任、転籍

短期貸付金の純
増(注1) 1,000 短期貸付金 5,000

子会社
Mitsui Copper 
Foil (Malaysia) 
Sdn. Bhd.

所有
直接100％

資金の貸付
役員の兼任、出向

短期貸付金の純
減(注1) 1,002 短期貸付金 5,015

子会社 PT. Mitsui Kinzoku
Catalysts Jakarta

所有
直接100％

当社製品の販売
役員の兼任、出向

製品の販売
(注2) 13,729 売掛金

(売上高) 6,766

子会社
Mitsui Kinzoku 
Components 
India Private 
Limited

所有
直接100％

当社製品の販売
役員の兼任、出向
債務保証

製品の販売
(注2)
債務保証(注4)

39,743

7,552

売掛金
(売上高)

13,568

関連会社 パンパシフィック・
カッパー㈱

所有
直接32.20％

当社製品の販売
同社製品の購入、製造受託
役員の兼任、出向
資金の貸付
債務保証

短期貸付金の純
減(注1)
債務保証(注4)

6,445
54,976

― ―

関連会社
(注5)

ニッポン・カセロネ
ス・リソーシズ㈱
(注5)

所有
直接32.20％
(注5)

資金の貸付

短期資金の貸付
(注1)
短期資金の返済
(注1)
資金の貸付
(注6)

6,266

6,266

33,465

― ―
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取引条件および取引条件の決定方針等
（注1）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け入

れておりません。
（注2）製品等の販売および購入については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。
（注3）余剰資金の受入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
（注4）債務保証については、銀行借入等につき、債務保証を行ったものであり、一般的な保証料を勘案した

債務保証料を受領しております。
（注5）ニッポン・カセロネス・リソーシズ㈱は、当期に同社の全株式を売却したことにより、関連当事者に

該当しなくなったため、関連当事者であった期間の取引金額を記載しております。
（注6）カセロネス銅鉱山権益を譲渡するための条件として、同鉱山の運営に要した資金のうち当社が追加で

負担すべき金額を貸し付けております。なお、当該債権はＪＸに譲渡しております。

Ⅹ．１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 2,217円75銭
２．１株当たり当期純損失金額 276円62銭

Ⅺ．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

Ⅻ．その他の注記
１．株式取得による企業結合

当該事項については、「連結注記表　Ⅺ．その他の注記」に記載のとおりであります。
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