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第110回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

連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表

計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

　本内容は、法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の
当社ウェブサイト（http://www.panasonic.com/jp/corporate/ir.html）に
掲載することにより、株主の皆様に提供したとみなされるものです。

表紙



2017/05/29 15:08:53 / 17286796_パナソニック株式会社_招集通知（Ｆ）

連結注記表
【連結計算書類の作成のための基本となる事項に関する注記】

1．連結計算書類の作成基準
　当連結会計年度より、当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際会計基準（以下、
「IFRS」）に準拠して作成しております。ただし、同項後段の規定に準拠して、IFRSにより要請される記載及び注
記の一部を省略しております。

2．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項
（1）連結子会社の数 495社
（2）持分法適用会社の数 91社

3．重要な会計方針

（1）金融資産の評価基準及び評価方法

① デリバティブ以外の金融資産

(ⅰ) 当初認識及び測定
　金融資産は、約定日又は取引の実施日に当初認識し、当初認識時点で、償却原価で測定する金融資産と
公正価値で測定する金融資産に分類しています。公正価値で測定する金融資産は、原則としてその他の包
括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しています。
　これらの金融資産は、当約定日又は取引の実施日に、原則として公正価値に当該金融資産に直接帰属す
る取引費用を加算した金額で測定しています。

(ⅱ) 事後測定
　償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価で測定し、利息は金融収益として
純損益に認識しています。公正価値で測定する金融資産については、原則として公正価値の変動をその他
の包括利益に認識し、累積利得又は損失は当該資産の認識を中止した場合に利益剰余金に振り替えていま
す。

(ⅲ) 減損
　償却原価で測定する金融資産については、原則として、連結会計年度末における信用リスクの当初認識
時点からの著しい増加の有無に応じて、12ヵ月の予想信用損失と同額、もしくは、全期間の予想信用損失
と同額で減損損失を認識します。ただし、営業債権については、常に全期間の予想信用損失と同額で減損
損失を認識しています。
　予想信用損失の金額は、見積将来キャッシュ・フローを当該金融資産の当初の実効金利で割り引いた現
在価値の額と、帳簿価額との間の差額として算定しています。
　貸倒引当金の繰入額は、純損益に認識しています。貸倒引当金を減額する事象が発生した場合は、その
戻入額を純損益に認識しています。

連結注記表
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② デリバティブ
　デリバティブは、契約が締結された時点の公正価値で当初認識し、その後も公正価値で測定しています。
公正価値の変動は、純損益に認識しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
　棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額により測定しています。取得原価は、主として平
均法により算定し、正味実現可能価額は、見積予想販売価額から完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控
除して算定しています。

(3) 有形固定資産の評価基準及び減価償却の方法
　有形固定資産は、当初認識時に取得原価で測定し、それぞれの見積耐用年数にわたり定額法により減価償却して
います。償却方法、見積耐用年数及び残存価額は、連結会計年度末において見直しを行い、必要に応じて改定して
います。

(4) のれん及び無形資産の評価基準、評価及び償却の方法
　のれんは、移転された対価、被取得企業の非支配持分の金額及び取得企業が以前に保有していた被取得企業の資
本持分の公正価値の合計金額が、識別可能な資産及び引き受けた負債の取得日における正味の金額を超過した額と
して測定しています。
　無形資産は、当初認識時に取得原価で測定し、耐用年数を確定できる無形資産は、見積耐用年数にわたり定額法
により償却しています。耐用年数を確定できない無形資産については、償却せず、取得価額から減損損失累計額を
控除して測定しています。償却方法、見積耐用年数及び残存価額は、連結会計年度末において見直しを行い、必要
に応じて改定しています。

(5) 非金融資産の減損
　棚卸資産及び繰延税金資産等を除く非金融資産については、資産又は資金生成単位の減損の兆候の有無を判断
し、兆候がある場合には、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額を見積り、帳簿価額と回収可能価額を比較す
ることにより、減損テストを実施しています。
　のれん及び耐用年数を確定できない無形資産については、減損の兆候の有無にかかわらず、少なくとも年1回、
減損の兆候がある場合には、その都度、減損テストを行っています。
　資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合にはその帳簿価額を回収可能価額まで減額し、差
額を減損損失として純損益に認識しています。

(6) 引当金の計上基準
　当社及び連結子会社が過去の事象の結果として現在の法的又は推定的債務を有しており、当該債務を決済するた
めに経済的便益を有する資源の流出が生じる可能性が高く、その債務の金額について信頼性をもって見積もること
が可能である場合に、引当金を認識しています。貨幣の時間的価値の影響が重要である場合には、債務の決済に必
要と見込まれる支出を現在価値に割り引いて測定しています。

(7) 従業員給付
　当社及び連結子会社は、確定給付制度及び確定拠出制度を採用しています。
　確定給付制度債務の現在価値及び勤務費用を予測単位積増方式を用いた数理計算に基づき算定しています。ま
た、制度資産の公正価値と保険数理計算により算定された確定給付制度債務の差額である給付制度の積立状況を連

連結注記表
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結財政状態計算書上、資産又は負債として計上しています。確定給付制度債務の現在価値及び制度資産の公正価値
の再測定に伴う調整額は、発生時にその他の包括利益として認識し、利益剰余金に振り替えています。
　勤務費用及び確定給付負債又は資産の純額に係る利息純額は純損益に認識しています。過去勤務費用は、即時に
純損益に認識しています。
　確定拠出年金制度への拠出は、従業員が労働を提供した期間に費用として認識しています。

(8) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

(9) 新基準書の早期適用
　当社及び連結子会社は、国際財務報告基準第９号「金融商品」（2014年改訂）（以下、IFRS第９号）を当連結
会計年度より早期適用しています。
　IFRS第９号の適用による「利益剰余金」及び「その他の資本の構成要素」の当連結会計年度の期首時点におけ
る累積的影響額は、それぞれ9,032百万円の増加及び9,372百万円の減少です。また、「親会社の所有者に帰属す
る当期純利益」、「基本的１株当たり親会社の所有者に帰属する当期純利益」及び「希薄化後１株当たり親会社の
所有者に帰属する当期純利益」への影響は軽微です。

【連結財政状態計算書に関する注記】

1.　営業債権及びその他の金融資産から直接控除した貸倒引当金 20,636百万円

2.　有形固定資産の内訳

土地 236,041百万円
建物及び構築物 1,525,408百万円
機械装置及び備品 3,263,414百万円
建設仮勘定 147,574百万円
減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,849,155百万円

3.　繰延税金資産
　　　その他の非流動資産に含まれる繰延税金資産 407,720百万円

4.　引当金
　　　その他の流動負債及びその他の非流動負債に含まれる製品保証引当金、構造改革費用引当金等の引当金の総額

334,940百万円
5.　その他の資本の構成要素の内訳

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 38,716百万円
在外営業活動体の換算差額 △203,106百万円
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の純変動 △242百万円

6.　外部借入金に対する債務保証、売掛債権流動化に伴う遡及義務及びリース資産の一定額の残価保証等
30,262百万円

連結注記表
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【金融商品に関する注記】

1.　金融商品の状況に関する事項
　当社及び連結子会社は、事業活動を遂行する過程において、様々な財務上のリスク（信用リスク、流動性リス
ク、市場リスク）に晒されており、これらのリスクを回避又は低減するために、一定の方針に基づきリスク管理を
行っています。
　当社及び連結子会社は、デリバティブを実需取引のリスク緩和を目的とした取引に限定しており、投機的なデリ
バティブを保有又は発行していません。

2.　金融商品の公正価値等に関する事項
　当連結会計年度末における金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりです。なお、連結財政状態計算書に
おいて、公正価値で測定する金融商品及び公正価値と帳簿価額が近似している金融商品は、以下の表には含めてい
ません。

（単位：百万円）

帳簿価額 公正価値

長期負債
(一年以内返済長期負債を含む） 1,107,550 1,120,226

　長期負債の公正価値は、市場価格又は将来のキャッシュ･フローを連結会計年度末における適切な割引金利を使
用して計算した現在価値に基づいて算定しています。

【1株当たり情報に関する注記】

1株当たり親会社の所有者に帰属する持分 673円93銭

基本的1株当たり親会社の所有者に帰属する当期純利益
希薄化後1株当たり親会社の所有者に帰属する当期純利益

64円33銭
64円31銭

【重要な後発事象に関する注記】

・当社は、発行済株式総数の49%を保有する持分法適用会社のフィコサ・インターナショナルS.A.に関して、平成
29年4月19日に当社が保有する同社株式の20%を追加取得するコールオプションの行使に係る諸条件が整った
ことに伴い、当該コールオプションの潜在的議決権を考慮して同社を連結子会社としました。

・当社は、平成29年4月21日開催の取締役会において、パナホーム㈱（以下、「パナホーム」）の普通株式の全て
(但し、当社が所有するパナホーム株式及びパナホームが所有する自己株式を除く)を取得しパナホームを当社の
完全子会社とすることを目的とした取引の一環として、公開買付けを実施することを決議しました。これを受け
て、同日付でパナホームと「株式交換契約の解約及び公開買付けの実施に関する覚書」を締結し、平成28年12月
20日付で締結した、当社を完全親会社とし、パナホームを完全子会社とする株式交換契約を合意解約しました。

・当社は、平成29年4月27日付で、欧州において物流・人物認証ソリューション事業を展開するゼテス・インダス
トリーズS.A.株式の56.66％（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合）を取得し、同社を連結子会社とし
ました。

連結注記表
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個別注記表

【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

子会社株式及び関連会社株式 …………… 移動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）デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ ……………………………… 時価法
（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（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） …… 定額法
（2）無形固定資産 ……………………………… 定額法
（3）リース資産

(所有権移転外ファイナンス・リース) … リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
3．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

（2）投資損失引当金
国内・海外の関係会社等に対する投資に係る損失に備えるため、財政状態等を勘案して、会社所定の基準により
損失見込額を計上しております。

（3）賞与引当金
従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

（4）関係会社事業損失引当金
関係会社に対する将来の損失に備えるため、損失見積り額を計上しております。

（5）製品保証等引当金
製品のアフターサービスに対する費用支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込額を過去の実績を基礎
にして計上しております。

（6）販売促進引当金
販売諸施策に基づき、流通過程商品等の販売促進のために要する販売手数料、売出費用等の必要額を、会社所定
の基準により見積り計上しております。

個別注記表
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（7）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。退職給付債務の給付にあたり、退職給付見込額を当事業年度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、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により翌期から費用処理しております。

4．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）繰延資産の処理方法

社債発行費 …… 支出時に全額費用として処理しております。
（2）ヘッジ会計の方法

為替予約及び商品先物取引については、金融商品に係る会計基準における繰延ヘッジ会計を採用しております。
（3）消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（4）連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

【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 1,382,866百万円
2．偶発債務

売掛債権流動化に伴う遡及義務額 9,861百万円
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 508,642百万円
長期金銭債権 2,058,470百万円
短期金銭債務 910,126百万円
長期金銭債務 28,775百万円

【損益計算書に関する注記】
1．関係会社との取引高

売上高 2,410,338百万円
仕入高 1,332,559百万円
営業取引以外の取引高 1,002,577百万円

2．投資有価証券売却益の主な内容
Tesla, Inc.の株式売却益等であります。

3．関係会社株式売却益の主な内容
パナソニック ノースアメリカ㈱の株式売却益等であります。なお、パナソニック ノースアメリカ㈱の株式売却
に関する詳細情報は、【その他の注記】2．追加情報に記載しております。

4．固定資産売却益の主な内容
土地の売却益等であります。

5．抱合せ株式消滅差益
パナソニック セミコンダクターソリューションズ㈱における車載モジュール事業を吸収分割により、当社へ承継
したことに伴う抱合せ株式消滅差益であります。

個別注記表
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6．関係会社株式評価損
関係会社株式等の評価損であります。

7．減損損失の主な内容
生産設備等の帳簿価額を、収益性が低下したことに伴って回収可能価額まで減額したことによる損失等であります。

8．訴訟関連損失
独占禁止法、連邦海外腐敗行為防止法及び米国証券関連法等に関連する損失であります。

9．関係会社貸倒引当金繰入額
関係会社に対する債権の回収不能見込額であります。なお、関係会社貸倒引当金繰入額に関する詳細情報は、
【その他の注記】2. 追加情報に記載しております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】
1．当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 2,453,053,497株
2．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 120,648,723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28年4月28日
取締役会 普通株式 34,815 15.0 平成28年3月31日 平成28年6月3日

平成28年10月31日
取締役会 普通株式 23,210 10.0 平成28年9月30日 平成28年11月30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期となるもの

決議予定 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29年5月11日
取締役会 普通株式 34,986 15.0 平成29年3月31日 平成29年6月8日

4．新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数
普通株式 59,700株

平成29年5月11日の取締役会において、期末配当は15円と決議しております。

個別注記表
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【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
棚卸資産評価 15,210百万円
未払費用 28,669百万円
減価償却 25,145百万円
貸倒引当金 294,074百万円
投資損失引当金 2,767百万円
関係会社株式評価損 337,810百万円
関係会社事業損失引当金 466百万円
退職給付引当金 13,817百万円
繰越欠損金 27,649百万円
その他 90,151百万円

繰延税金資産小計 835,758百万円
評価性引当額 △662,076百万円
繰延税金資産合計 173,682百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △6,936百万円
その他 △80百万円

繰延税金負債合計 △7,016百万円
繰延税金資産の純額 166,666百万円

個別注記表
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【関連当事者との取引に関する注記】
（単位：百万円）

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 科目 期末残高

子会社
パナソニック液晶ディ

スプレイ㈱
95.0%

当社製品の製

造

資金の貸付

(注1)
30,528

関係会社長期

貸付金

(注2)

563,116

子会社 三洋電機㈱ ※ 100.0%

当社製品の製

造販売並びに

材料・商品の

供給

資金の貸付

(注1)
95,539

関係会社長期

貸付金

(注2)

588,625

子会社

パナソニック セミコン

ダクターソリューショ

ンズ㈱

100.0%

当社製品の製

造

役員の兼任

資金の貸付

(注1)
27,986

関係会社長期

貸付金

(注2)

96,886

子会社
ＭＴ映像ディスプレイ

㈱
100.0%資金の貸付

資金の貸付

(注1)（注3）
3,182 ― ―

子会社
パナソニック プラズマ

ディスプレイ㈱
100.0%資金の貸付

債権放棄

(注4)
497,398 ― ―

子会社
パナソニック ホールデ

ィング オランダ㈲
100.0%

当社海外関係

会社の投資・

融資管理

役員の兼任

子会社株式の

譲渡(注5)
737,084 ― ―

関係会社株式

売却益(注5)
299,754 ― ―

子会社

パナソニック グローバ

ルトレジャリーセンタ

ー㈲

※ 100.0%
当社関係会社

との資金預貸

資金の貸付

(注6)
737,084

関係会社長期

貸付金
737,084

（注）※印は間接所有を含む比率であります。

個別注記表
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取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1．利息は市場金利を勘案して双方合意の上で決定しており、返済期間は3年となっております。なお、資金の貸

付の取引金額は当期首残高からの増減額を表示しております。
2．子会社への長期貸付金に対し、合計843,182百万円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度に

おいて合計166,906百万円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
3．ＭＴ映像ディスプレイ㈱に対する債権につきましては、当事業年度において100,236百万円を直接減額して

おります。
4．パナソニック プラズマディスプレイ㈱の清算に伴い、債権放棄を行ったものであります。債権放棄にあたり

前事業年度までに計上した関係会社事業損失引当金を取り崩すとともに、関係会社清算損5,305百万円を計
上しております。なお、パナソニック プラズマディスプレイ㈱は平成29年2月17日に清算手続きが完了して
おります。

5．株式の譲渡金額は、外部専門家による鑑定評価に基づいて決定しております。詳細情報は、【その他の注記】
2．追加情報に記載しております。

6．利息は市場金利を勘案して双方合意の上で決定しており、返済期間は5年、その後の期間は自動更新する条件
となっております。

【1株当たり情報に関する注記】
1株当たり純資産額 539円73銭
1株当たり当期純利益 190円97銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 190円91銭

【重要な後発事象に関する注記】
1．当社は、平成29年4月1日付で、パナソニック システムソリューションズ ジャパン㈱(旧 パナソニック システムネ

ットワークス㈱)との間で締結した吸収分割契約書に基づき、同社のB2Bソリューション関連事業を吸収分割により
承継いたしました。

2．当社及びパナホーム㈱(以下、「パナホーム」)は、平成28年12月20日開催のそれぞれの取締役会において、当社
を株式交換完全親会社とし、パナホームを株式交換完全子会社とする株式交換(以下、「本株式交換」)を行うこと
を決議し、両社間で株式交換契約(以下、「本株式交換契約」)を締結いたしました。しかし、その後、当社は、パ
ナホームを当社の完全子会社とすることを目的とした取引のスキームを変更し、当該取引の一環として、パナホー
ムの普通株式の全て(但し、当社が所有するパナホーム株式及びパナホームが所有する自己株式を除きます。)を取
得する公開買付け(以下、「本公開買付け」)を実施することとなったため、平成29年4月21日開催の取締役会にお
いて、本公開買付けを実施することを決議いたしました。これに伴い、当社及びパナホームは、同日開催のそれぞ
れの取締役会において、本株式交換契約を合意解約することを決議し、パナホームとの間で本株式交換契約を合意
解約しております。また、同日付で、両社間で「株式交換契約の解約及び公開買付けの実施に関する覚書」を締結
いたしました。
なお、本公開買付けの詳細は、下記のとおりです。

①買付けの期間　　　　　　　　平成29年4月28日から平成29年6月13日まで(30営業日)
②買付けの価格　　　　　　　　1株につき、金1,200円
③買付予定の株式の種類及び数　普通株式 76,985,108株
④買付代金　　　　　　　　　　92,382,129,600円
(注)本公開買付けにおける買付予定数(76,985,108株)に1株当たりの本公開買付価格(1,200円)を乗じた金

額を記載しております。

個別注記表
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【連結配当規制適用会社に関する注記】
当社は連結配当規制の適用会社であります。

【その他の注記】
1．記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
2．追加情報
（1）関係会社株式売却益の計上について

平成29年3月16日付で、当社の北米子会社である、パナソニック ノースアメリカ㈱(以下、「PNA」)の株式を
737,084百万円で当社100%子会社であるパナソニック ホールディング オランダ㈲(以下、「PHN」)に譲渡
し、関係会社株式売却益299,754百万円を計上しております。PNA株式の譲渡金額は、外部専門家による鑑定
評価に基づいて決定しております。PHNは、株式取得に必要な資金を、パナソニックグループのファイナンス機
能を統括するパナソニック グローバルトレジャリーセンター㈲(以下、「PFI-GT」)からの借入で調達しており、
調達した資金は、傘下子会社からの受取配当金等により、PFI-GTへの返済を進めていく予定であります。
これは、今後の海外における成長戦略加速への対応と、国内外子会社の投資・回収管理を強化するため、持株体
制を再編することによるものです。
海外においては、各地域統括会社で保有する持株機能を、PHNに統合し、当社が保有する海外子会社株式を順次
PHNへ移管することにより、グローバルに事業を支える投資・融資のプラットフォームを構築する予定にしてお
ります。また、平成29年3月より、PHNを海外全地域の投資・融資管理を目的とする組織に再編するため、当社
代表取締役 佐藤 基嗣を責任者に任命し、投資・融資に関する決裁権限を一部委譲するとともに、一部の海外子
会社役員の人事合議権を設定しております。併せて、海外における事業成長と収益性向上のための戦略企画を行
う経営企画部門、並びに、海外子会社の業績管理、投資案件の審査及び財務活動を行うファイナンス部門を、そ
れぞれ設置しております。今後、海外子会社の経営支援に向けて、監査、税務等の機能の一部を順次移管する予
定にしております。
また、国内においても、平成29年度中に中間持株会社を設立し、子会社の投資・回収管理の強化を図る予定にし
ております。

（2）関係会社事業損失引当金から貸倒引当金への計上科目の変更について
上記の組織再編に伴い、「関係会社事業損失引当金」及び「貸倒引当金」の計上科目について見直しを行ってお
ります。
従来は事業責任と貸付責任を区別してきたことから、事業で生じた損失は事業そのものに関する損失引当として
処理し、貸付金に対する評価引当としないという投資・融資管理のもと、債務超過の関係会社に対して将来生じ
る損失見積額を「関係会社事業損失引当金」として計上し、債務超過の関係会社に対する債権については「貸倒
引当金」は計上しておりませんでした。今回の組織再編により、海外・国内でそれぞれ持株会社を設立し、投
資・融資管理を一元化する方向であるため、役割・責任関係の見直しを契機として、債務超過の関係会社に対す
る債権については、「関係会社事業損失引当金」から「貸倒引当金」へと計上科目を変更しております。
この変更に伴い、「関係会社事業損失引当金戻入益」と「関係会社貸倒引当金繰入額」とを純額表示するととも
に、当期分の繰入額については、「関係会社貸倒引当金繰入額」として計上しております。また、流動資産の
「貸倒引当金」には4,740百万円、投資その他の資産の「貸倒引当金」には857,770百万円を、それぞれ計上し
ております。

（3）貸付金の短期・長期の区分変更について
上記の貸倒引当金への計上科目の変更に伴い、関係会社貸付金の回収期日を見直した結果、従来、流動資産の
「関係会社短期貸付金」として計上してきた貸付金のうち、回収期日が期末日から起算して１年を超えることと
なった貸付金2,058,438百万円については、投資その他の資産の「関係会社長期貸付金」として計上しておりま
す。
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