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1.  平成22年3月期第2四半期（中間期）の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

（注）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権－期末少数株主持分）を期末資産の部合計で除して算出しております。 
（注）「連結自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当である
かどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。 
（注）21年9月中間期の「連結自己資本比率（国内基準）」は、速報値です。  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月中間期 77,928 △33.3 7,667 ― 6,456 ―
20年9月中間期 116,777 6.1 △35,577 ― △28,041 ―

1株当たり中間純利益
潜在株式調整後1株当たり中間純

利益
円 銭 円 銭

21年9月中間期 4.32 3.29
20年9月中間期 △16.99 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 連結自己資本比率
（国内基準）

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

21年9月中間期 5,529,239 539,919 9.8 240.86 13.14
21年3月期 6,077,330 529,607 8.7 232.51 11.60

（参考） 自己資本   21年9月中間期  539,268百万円 21年3月期  528,959百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当行が発行する普通株式と権利の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、3ペ
ージの「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.70 0.70

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

経常収益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 135,000 △26.1 3,000 ― 5,000 ― 1.89

1



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事
項の変更に記載されるもの) 

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月中間期 1,650,147,352株 21年3月期  1,650,147,352株
② 期末自己株式数 21年9月中間期  155,890,395株 21年3月期  155,888,559株
③ 期中平均株式数（中間期） 21年9月中間期 1,494,257,544株 20年9月中間期 1,650,141,325株

（個別業績の概要） 

1.  平成22年3月期第2四半期（中間期）の個別業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

（注）「自己資本比率」は、（期末純資産の部合計－期末新株予約権）を期末資産の部合計で除して算出しております。 
（注）「単体自己資本比率（国内基準）」は、「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当である
かどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第19号）」に基づき算出しております。 
（注）21年9月中間期の「単体自己資本比率（国内基準）」は、速報値です。  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

経常収益 経常利益 中間純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月中間期 74,567 △34.6 5,371 ― 5,284 ―
20年9月中間期 114,015 11.8 △39,658 ― △31,565 ―

1株当たり中間純利益
円 銭

21年9月中間期 3.53
20年9月中間期 △19.12

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 単体自己資本比率
（国内基準）

百万円 百万円 ％ 円 銭 ％

21年9月中間期 5,536,438 539,846 9.8 241.25 13.22
21年3月期 6,091,269 530,452 8.7 233.51 11.72

（参考） 自己資本 21年9月中間期  539,846百万円 21年3月期  530,452百万円

2.  平成22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当行が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
2.当行は特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社）に該当するため、当第2四半期会計期間につ
いては、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。 

経常収益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 130,000 △26.9 2,500 ― 5,000 ― 1.89
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（参考）種類株式の配当の状況 
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る 1 株当たり配当金の内訳は以下の通りです。 

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円　銭 円　銭

21年3月期 第四回優先株式 - - - 10.00 10.00
第五回優先株式 - - - 7.44 7.44

22年3月期 第四回優先株式 - -
第五回優先株式 - -

22年3月期（予想） 第四回優先株式 - 10.00 10.00
第五回優先株式 - 7.44 7.44

1株当たり配当金
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 

 

当第 2 四半期連結累計期間の経常収益は、前第 2 四半期連結累計期間と比較して（以下、前年同期

比）388 億円減少し、779 億円となりました。 

うち、資金運用収益は、前年同期比 223 億円減少し、464 億円となりました。これは、主に、貸出金平均

残高の減少及び海外市場金利の低下に伴う利回りの低下により、貸出金利息が前年同期比 169 億円減

少したことによるものです。役務取引等収益は、貸出関係手数料の増加により前年同期比3億円増加し、

83 億円となりました。特定取引収益は、前年同期比 220 億円減少し、101 億円となりました。これは、前年

同期には、リーマン・ブラザース向け与信のヘッジ目的で取り組んでいたクレジット・デリバティブ取引によ

る利益（226 億円）が含まれていたことによるものです。その他業務収益は、国債及び外国債券等の売却

益が増加したこと等により、前年同期比 53 億円増加し、116 億円となりました。 

 

経常費用は、前年同期比 820 億円減少し、702 億円となりました。 

うち、資金調達費用は、金融債の残高減少により債券利息が 42 億円減少したこと、および、海外市場

金利の低下により外貨の資金調達費用が大きく減少したこと等により、前年同期比 133 億円減少し、232

億円となりました。その他業務費用は前年同期比 304 億円減少の 106 億円となりました。これは、前連結

会計年度後半に実施した海外投資等非中核業務に係る資産の抜本的処理の結果、前年同期に大きな

損失を計上した GMAC 関連投資（233 億円）及び CDO 関連投資（66 億円）について、当第 2 四半期連

結累計期間では、ほとんど損失が発生しなかったことによるものです。 

営業経費は、引き続き厳格なコスト管理に努めました結果、前年同期比 27 億円減少し、222 億円となり

ました。 

その他経常費用は、前年同期比 351 億円減少し、134 億円となりました。これは、前年同期の実績には、

リーマン・ブラザーズの破綻に伴う貸出金償却 261 億円が含まれていること等によるものです。 

 

以上の結果、経常利益は、前年同期比 432 億円増加し、76 億円となりました。 

 

特別利益は、償却債権取立益の計上などにより、前年同期比 3 億円増加し、4 億円となりました。 

税金等調整前四半期純利益は、前年同期比 435 億円増加し、80 億円となりました。 

法人税等調整額は、現在の業務環境等を踏まえて将来課税所得を見積もった結果、前年同期比 92

億円減少し、11 億円の税金費用となりました。 

 

以上の結果、中間純利益は、前年同期比 344 億円増加し、64 億円となりました。また、1 株当たり四半

期純利益は 4 円 32 銭となっております。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

 

総資産は、当第 2 四半期連結累計期間中 5,480 億円減少し、5 兆 5,292 億円となりました。貸出金は

主に海外向け貸出、不動産業向け及び金融・保険業向け貸出が減少したことにより、前連結会計年度末

と比較して（以下、前年度末比）1,508 億円減少し、3 兆 3,340 億円となりました。有価証券は主として流動

性の高い短期国債及び米国国債の増加等により、前年度末比 1,728 億円増加し、1 兆 2,994 億円となり

ました。 

負債は、前年度末比 5,584 億円減少し、4 兆 9,893 億円となりました。預金は主に個人預金の増加によ

り前年度末比 2,571 億円増加の 2 兆 8,827 億円、譲渡性預金は前年度末比 1,526 億円減少の 1,316 億
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円、債券は前年度末比 5,709 億円減少の 9,187 億円となりました。 

純資産の部は、配当金の支払、中間純利益の計上及びその他有価証券評価差額金の増加等の結果、

前年度末比 103 億円増加し、5,399 億円となりました。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

 

以上のとおり、当第 2 四半期連結累計期間の業績は、経常利益および当期純利益ともに平成 21 年 5

月 15 日に公表した平成 22 年 3 月期（通期）の連結業績予想の数値を上回る実績となり、黒字体質への

転換およびその定着は着実に進展しております。しかしながら、当行は、国内外の経済情勢は引き続き

不透明であり、今後も当行を取り巻く経営環境は依然として厳しく、不確定要素が多く存在するものと認

識していることから、平成 22 年 3 月期（通期）の連結業績予想につきましては、現時点では、平成 21 年 5

月 15 日に公表した数値を変更しないことといたしました。 

 
４．その他 

 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
 
  該当事項はありません。 
 
(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 

 
① 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針 

「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」（企業会計
基準適用指針第 22 号平成 20 年 5 月 13 日）が平成 20 年 10 月 1 日以後開始する連結会計年
度から適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期間から同適用指針を適用しており
ます。 

これによる影響はありません。 
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５．中間連結財務諸表 
（１）中間連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 173,683 672,466

コールローン及び買入手形 100,000 140,000

債券貸借取引支払保証金 － 51,143

買入金銭債権 76,369 89,020

特定取引資産 374,128 373,771

金銭の信託 6,590 6,106

有価証券 1,299,454 1,126,595

貸出金 3,334,086 3,484,945

外国為替 18,517 19,143

その他資産 185,948 153,389

有形固定資産 24,026 24,711

無形固定資産 8,362 10,134

債券繰延資産 164 267

繰延税金資産 35,889 41,054

支払承諾見返 22,840 27,584

貸倒引当金 △116,800 △129,833

投資損失引当金 △14,023 △13,169

資産の部合計 5,529,239 6,077,330

負債の部   

預金 2,882,752 2,625,614

譲渡性預金 131,600 284,220

債券 918,707 1,489,693

コールマネー及び売渡手形 90,000 110,000

売現先勘定 20,340 15,587

債券貸借取引受入担保金 92,523 40,549

特定取引負債 229,444 246,740

借用金 284,659 412,697

外国為替 1 1

社債 98,758 115,034

その他負債 200,098 158,352

賞与引当金 505 1,589

退職給付引当金 14,765 17,750

役員退職慰労引当金 148 141

オフバランス取引信用リスク引当金 2,162 2,163

繰延税金負債 11 －

支払承諾 22,840 27,584

負債の部合計 4,989,319 5,547,722
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（単位：百万円）

当中間連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

資本金 419,781 419,781

資本剰余金 33,333 33,333

利益剰余金 100,984 96,694

自己株式 △15,650 △15,650

株主資本合計 538,448 534,158

その他有価証券評価差額金 5,706 △778

繰延ヘッジ損益 3,800 3,630

為替換算調整勘定 △8,687 △8,050

評価・換算差額等合計 820 △5,199

少数株主持分 650 648

純資産の部合計 539,919 529,607

負債及び純資産の部合計 5,529,239 6,077,330
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（２）中間連結損益計算書 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

経常収益 116,777 77,928

資金運用収益 68,743 46,411

（うち貸出金利息） 52,746 35,782

（うち有価証券利息配当金） 12,080 7,676

役務取引等収益 7,943 8,342

特定取引収益 32,219 10,164

その他業務収益 6,255 11,636

その他経常収益 1,615 1,372

経常費用 152,355 70,261

資金調達費用 36,654 23,258

（うち預金利息） 9,911 12,797

（うち債券利息） 11,335 7,109

役務取引等費用 804 555

特定取引費用 110 －

その他業務費用 41,156 10,688

営業経費 24,975 22,267

その他経常費用 48,652 13,492

経常利益又は経常損失（△） △35,577 7,667

特別利益 84 442

固定資産処分益  27

償却債権取立益  414

オフバランス取引信用リスク引当金戻入益  1

特別損失 31 100

固定資産処分損  99

減損損失  1

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損
失（△）

△35,524 8,008

法人税、住民税及び事業税 630 438

法人税等調整額 △8,120 1,111

法人税等合計 △7,490 1,549

少数株主利益 6 2

中間純利益又は中間純損失（△） △28,041 6,456
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 419,781 419,781

当中間期末残高 419,781 419,781

資本剰余金   

前期末残高 33,333 33,333

当中間期末残高 33,333 33,333

利益剰余金   

前期末残高 347,235 96,694

当中間期変動額   

剰余金の配当 △7,941 △2,166

中間純利益又は中間純損失（△） △28,041 6,456

当中間期変動額合計 △35,982 4,290

当中間期末残高 311,253 100,984

自己株式   

前期末残高 △1 △15,650

当中間期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当中間期変動額合計 △0 △0

当中間期末残高 △2 △15,650

株主資本合計   

前期末残高 800,348 534,158

当中間期変動額   

剰余金の配当 △7,941 △2,166

中間純利益又は中間純損失（△） △28,041 6,456

自己株式の取得 △0 △0

当中間期変動額合計 △35,983 4,289

当中間期末残高 764,365 538,448

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △27,755 △778

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△6,648 6,485

当中間期変動額合計 △6,648 6,485

当中間期末残高 △34,404 5,706

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 2,623 3,630

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

669 170

当中間期変動額合計 669 170

当中間期末残高 3,292 3,800
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（単位：百万円）

前中間連結会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △7,877 △8,050

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

2,182 △637

当中間期変動額合計 2,182 △637

当中間期末残高 △5,694 △8,687

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △33,009 △5,199

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△3,797 6,019

当中間期変動額合計 △3,797 6,019

当中間期末残高 △36,806 820

少数株主持分   

前期末残高 720 648

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△41 2

当中間期変動額合計 △41 2

当中間期末残高 678 650

純資産合計   

前期末残高 768,060 529,607

当中間期変動額   

剰余金の配当 △7,941 △2,166

中間純利益又は中間純損失（△） △28,041 6,456

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△3,838 6,021

当中間期変動額合計 △39,822 10,311

当中間期末残高 728,237 539,919
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（４）継続企業の前提に関する注記 
 

該当事項はありません。 
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６．中間財務諸表 
（１）中間貸借対照表 

（単位：百万円）

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の要約 
貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金預け金 161,194 659,096

コールローン 100,000 140,000

債券貸借取引支払保証金 － 51,143

買入金銭債権 48,798 57,636

特定取引資産 371,849 374,708

金銭の信託 5,266 4,542

有価証券 1,611,075 1,479,980

貸出金 3,083,478 3,194,302

外国為替 17,925 19,143

その他資産 184,651 152,588

有形固定資産 23,964 24,228

無形固定資産 8,959 10,836

債券繰延資産 164 267

繰延税金資産 35,260 40,175

支払承諾見返 21,755 26,247

貸倒引当金 △123,665 △130,051

投資損失引当金 △14,239 △13,575

資産の部合計 5,536,438 6,091,269

負債の部   

預金 2,899,941 2,661,878

譲渡性預金 131,600 284,220

債券 918,707 1,489,693

コールマネー 90,000 110,000

売現先勘定 20,340 15,587

債券貸借取引受入担保金 92,523 40,549

特定取引負債 229,444 246,740

借用金 284,659 412,697

外国為替 1 1

社債 91,188 96,684

その他負債 198,841 156,166

未払法人税等 347 157

リース債務 1,841 2,004

その他の負債 196,653  

賞与引当金 467 1,268

退職給付引当金 14,743 16,177

役員退職慰労引当金 131 103

オフバランス取引信用リスク引当金 2,246 2,800

支払承諾 21,755 26,247

負債の部合計 4,996,592 5,560,816
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（単位：百万円）

当中間会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度の要約 
貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

資本金 419,781 419,781

資本剰余金 33,333 33,333

資本準備金 33,333 33,333

利益剰余金 92,925 89,807

利益準備金 7,886 7,453

その他利益剰余金 85,038 82,354

繰越利益剰余金 85,038 82,354

自己株式 △15,650 △15,650

株主資本合計 530,389 527,271

その他有価証券評価差額金 5,656 △449

繰延ヘッジ損益 3,800 3,630

評価・換算差額等合計 9,456 3,180

純資産の部合計 539,846 530,452

負債及び純資産の部合計 5,536,438 6,091,269
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（２）中間損益計算書 

（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

経常収益 114,015 74,567

資金運用収益 67,846 44,934

（うち貸出金利息） 41,405 30,570

（うち有価証券利息配当金） 22,778 11,439

役務取引等収益 6,873 7,972

特定取引収益 32,689 9,300

その他業務収益 5,385 11,970

その他経常収益 1,221 389

経常費用 153,673 69,196

資金調達費用 36,655 23,174

（うち預金利息） 10,040 12,804

（うち債券利息） 11,353 7,109

役務取引等費用 745 558

特定取引費用 110 －

その他業務費用 18,381 10,265

営業経費 23,106 21,373

その他経常費用 74,673 13,824

経常利益又は経常損失（△） △39,658 5,371

特別利益 40 904

固定資産処分益  0

償却債権取立益  351

オフバランス取引信用リスク引当金戻入益  553

特別損失 24 58

固定資産処分損  58

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） △39,642 6,216

法人税、住民税及び事業税 △121 14

法人税等調整額 △7,955 918

法人税等合計 △8,076 932

中間純利益又は中間純損失（△） △31,565 5,284
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（３）中間株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 419,781 419,781

当中間期末残高 419,781 419,781

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 33,333 33,333

当中間期末残高 33,333 33,333

資本剰余金合計   

前期末残高 33,333 33,333

当中間期末残高 33,333 33,333

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 5,865 7,453

当中間期変動額   

剰余金の配当 1,588 433

当中間期変動額合計 1,588 433

当中間期末残高 7,453 7,886

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 337,165 82,354

当中間期変動額   

剰余金の配当 △9,530 △2,599

中間純利益又は中間純損失（△） △31,565 5,284

当中間期変動額合計 △41,095 2,684

当中間期末残高 296,069 85,038

利益剰余金合計   

前期末残高 343,030 89,807

当中間期変動額   

剰余金の配当 △7,941 △2,166

中間純利益又は中間純損失（△） △31,565 5,284

当中間期変動額合計 △39,507 3,117

当中間期末残高 303,523 92,925

自己株式   

前期末残高 △1 △15,650

当中間期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当中間期変動額合計 △0 △0

当中間期末残高 △2 △15,650
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（単位：百万円）

前中間会計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

株主資本合計   

前期末残高 796,143 527,271

当中間期変動額   

剰余金の配当 △7,941 △2,166

中間純利益又は中間純損失（△） △31,565 5,284

自己株式の取得 △0 △0

当中間期変動額合計 △39,507 3,117

当中間期末残高 756,635 530,389

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △27,510 △449

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△6,895 6,105

当中間期変動額合計 △6,895 6,105

当中間期末残高 △34,406 5,656

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 2,623 3,630

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

669 170

当中間期変動額合計 669 170

当中間期末残高 3,292 3,800

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △24,886 3,180

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△6,226 6,276

当中間期変動額合計 △6,226 6,276

当中間期末残高 △31,113 9,456

純資産合計   

前期末残高 771,256 530,452

当中間期変動額   

剰余金の配当 △7,941 △2,166

中間純利益又は中間純損失（△） △31,565 5,284

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△6,226 6,276

当中間期変動額合計 △45,734 9,393

当中間期末残高 725,522 539,846
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（４）継続企業の前提に関する注記 
 

該当事項はありません。 
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