
平成２７年１２月 

高槻市農業協同組合 

 

ディスクロージャー誌の記載内容の訂正（正誤表） 

 
平成２７年７月に作成いたしましたディスクロージャー誌「ＲＥＰＯＲＴ 2015.03」の記載内容について

一部誤りがございましたので、お詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。 
 
＜訂正箇所＞ 
○【Ｐ．４４】経営資料編（単体ディスクロージャー）注記表 
 ※Ⅶ．金融商品に関する注記（平成２６年度） 
２．金融商品の時価等に関する事項 

誤 正 

種類 
貸借対照表

計上額 
時価 差額 種類 

貸借対照表

計上額 
時価 差額 

（中略） （中略） 
資産計 264,379,768 26,618,890 2,039,122 資産計 264,379,768 266,618,890 2,039,122 

 
○【Ｐ．４５】経営資料編（単体ディスクロージャー）注記表 
 ※Ⅷ．有価証券に関する注記（平成２６年度） 
①その他の有価証券で時価のあるもの 

誤 正 

種類 
取得価額又

は償却原価 
連結貸借対照

表計上額 
差額（※） 種類 

取得価額又

は償却原価 
貸借対照表

計上額 
差額（※） 

（中略） （中略） 
合計 35,386,563 38,408,857 2,662,293 合計 35,386,563 38,048,857 2,662,293 

 

②当該事業年度中に売却したその他有価証券 

誤 正 
種類 売却額 売却益 売却損 種類 売却額 売却益 売却損 

国 債 1,120,281 62,631 － 国 債 1,120,281 62,631 － 
地 方 債 1,624,996 34,245 － 社 債 1,624,996 34,245 － 
合 計 2,745,277 96,876 － 合 計 2,745,277 96,876 － 

 

○【Ｐ．６５】経営資料編（単体ディスクロージャー）自己資本の構成に関する事項 

 誤 正 
項目 平成２６年度 平成２６年度 

コア資本に係る基礎項目（１） 
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員資本の額 18,343,379 18,340,796 
 うち、利益剰余金の額 17,322,079 17,319,496 
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 99,160 99,161 
 うち、一般貸倒引当金及び相互援助積立金コア資本算

入額 
99,160 99,161 

コア資本にかかる基礎項目の額 （イ） 18,442,540 18,439,957 
(中略)   
自己資本の額 （（イ）－（ロ）） （ハ） 18,435,993 18,433,410 
リスク・アセット等（３） 
信用リスク・アセットの額の合計額 68,299,370 68,297,528 
 うち経過措置によりリスク・アセットの額に算入され

る額の合計額 
△8,140,971 △8,140,971 

 うち、他の金融機関等向けエクスポージャー 8,167,159 △8,167,159 
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで

除して得た額 
4,289,400 4,288,208 

リスク・アセット等の額の合計額 （二） 72,588,771 72,585,736 



○【Ｐ．７８】経営資料編（連結ディスクロージャー）連結情報 

  連結貸借対照表 
資産の部 
 誤 正 

科目 本年度 本年度 
１． 信用事業資産 266,144,454 266,144,454 
（１） 現金及び預金 197,126,817 197,126,818 
（中略） 
２． 共済事業資産 130,657 130,657 
（１） 共済貸付金 127,242 127,243 

 

○【Ｐ．８０】経営資料編（連結ディスクロージャー）連結キャッシュ・フロー計算書 

誤 正 
本年度 本年度 

１．事業活動によるキャッシュ・フロー 
 減価償却費 118,146 減価償却費 118,516 
 貸倒引当金の増加額 11,672 貸倒引当金の増減額（△：減少） 11,672 
 睡眠貯金払戻引当金の増加額 156 睡眠貯金払戻引当金の増減額（△：減少） 156 
 賞与引当金の増加額 1,435 賞与引当金の増減額（△：減少） 1,435 
 退職給付引当金の増加額 △50,648 退職給付引当金の増減額（△：減少） △50,648 
 役員退任慰労引当金の増加額 △50,182 役員退職慰労引当金の増減額（△：減少） △50,182 
（中略） 
 （経済事業活動による資産及び負債の増減） 
 受取手形及び経済事業未収金の純増減 10,224 経済事業未収金の純増減 10,224 
 支払手形及び経済事業未払金の純増減 △2,964 経済事業未払金の純増減 △2,964 
 その他の経済事業資産の純増減 － その他の経済事業資産の純増減 0 
（中略） 
２．投資活動によるキャッシュ・フロー 
 外部出資の取得による支出 － 外部出資の取得による支出 0 
（中略） 
４．現金及び現金同等物の増加額 △202,743 ４．現金及び現金同等物の増減額（△：減少） △202,743 

 

＜訂正箇所＞ 

○【Ｐ．８６】経営資料編（連結ディスクロージャー）注記表 

 ※Ⅸ．有価証券に関する注記（平成２６年度） 

①その他の有価証券で時価のあるもの 

誤 正 

種類 
取得価額又

は償却原価 
連結貸借対照

表計上額 
差額（※） 種類 

取得価額又

は償却原価 
連結貸借対

照表計上額 
差額（※） 

（中略） （中略） 
合計 35,386,563 38,408,857 2,662,293 合計 35,386,563 38,048,857 2,662,293 

 

②当該事業年度中に売却したその他有価証券 

誤 正 
種類 売却額 売却益 売却損 種類 売却額 売却益 売却損 

国 債 1,120,281 62,631 － 国 債 1,120,281 62,631 － 
地 方 債 1,624,996 34,245 － 社 債 1,624,996 34,245 － 
合 計 2,745,277 96,876 － 合 計 2,745,277 96,876 － 

 


