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会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額 (百万円)
①当事業年度に係る当社が支払うべき報酬等の額
54

イ．公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額
ロ．公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額

2

②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

61

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら
ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．当社監査委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を
行ったうえで、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項及び第４項の同意を行っております。
３．当社の重要な子会社のうちNITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd. 及びBaotek Industrial Materials Ltd. は、当社の会計監査人以外の監
査法人の監査を受けております。

(3) 非監査業務の内容
当社が会計監査人に対して委託した、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務は、株式売り出しに係るコン
フォートレター作成業務であります。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査委員
全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招
集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
また、監査委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総
会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
会社法第362条第４項第６号等に定める株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について、当社
は、2006年５月10日開催の取締役会において基本方針を決議し、その後、2014年６月26日の監査役会設置会社か
ら指名委員会等設置会社への移行に伴い、同日開催の取締役会において、会社法第416条第１項及び第２項に基づく
決議をしております。
また、2015年３月24日開催の取締役会において、改正会社法等の対応として、当社子会社を含む企業集団として
の内部統制システムに関して追加の決議をしております。
さらに、2016年３月29日開催の取締役会において、監査委員会の職務を補助する組織を監査室から監査委員会事
務局（新設）にすることとしたのに伴い、内部統制システムに関して追加の決議を行い、下記を基本方針としており
ます。

Ⅰ．内部統制システム構築の基本方針
(1) 監査委員会の職務の執行のため必要な事項
① 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
1) 監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を置き、監査委員会の事務局とする。
② 上記①の取締役及び使用人の執行役からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項
1) 監査委員会事務局の使用人の任命、評価、異動、懲戒は、監査委員会の同意を得る。
③ 取締役、執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
1) 取締役、執行役及び使用人は、当社及びその子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）
に係る職務の執行に関し、重大な法令、定款違反及び不正行為の事実、又は著しい損害を及ぼす事実を知っ
たとき、監査委員会に報告しなければならない。
2) 監査委員は、当社グループの経営方針及び経営戦略等に係る重要事項が審議される会議等に出席し、意見を
述べることができることとする。
3) 代表執行役社長と監査委員会は、定期的な意見交換の場を持つこととする。
4) 監査委員会は、取締役、執行役、使用人に加え、子会社の役職員その他これらの者から報告を受けた者から
も直接、業務執行状況について報告を受けることができることとする。なお、監査委員会へ報告を行った者
について、当該報告をしたことを理由とした不利益な取り扱いはできないこととする。
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④ その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1) 監査室は、代表執行役社長の承認を得た年度監査計画を監査委員会に提出し、内部監査を実施する。
また、内部監査の結果を代表執行役社長に報告するとともに監査委員会にも報告を行う。
なお、監査委員会からの特別な調査要請があった場合は、これに全面的に協力することとする。
2) 監査委員会は、監査室と共に会計監査人と密接な連携を保ち、必要に応じて弁護士等の外部専門家の助言を
受けることができることとする。
3) 監査委員の職務の執行のための必要費用（前第 2）号に定める助言を受けるための費用を含む）は、前払いを
含む方法により、当社の負担にて支払うこととする。

(2) 当社グループの業務の適正を確保するため必要な事項
① 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1) 執行役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」等に基づき適切な保存・管理等を行
う。
② 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1) ｢子会社稟議規程｣ に定める子会社の経営に関する事項の当社による決裁手続き等を通じた管理、会議等によ
る情報・戦略の共有、人事交流等により、適時、子会社の経営状況を把握した上で、当社グループ全体を適
正に運営管理していくこととする。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1) ｢リスク管理規程｣ に定める基本方針及び管理体制に基づき、当社グループの事業を取巻く様々なリスクに対
して適切な管理を行い、リスクの未然防止を図る。
2) 当社グループにおいて不測の事態が発生した場合には、「リスク管理規程」に従い対応し、損害の最小化を
図る。
④ 執行役及び子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1) 執行会議を当社グループの経営全般に係る重要な事項並びに取締役会での決議事項以外の事項に関する審議
機関と位置づけ、原則、毎週開催する。
2) ｢職務権限規程｣ 「業務分掌規程」により、責任と権限を明確にし、効率的な職務の執行を図る。
3) 中期経営計画を策定し、当社グループ全体の方向性を明確にし、当社グループ全体及び事業部門毎の施策・
目標値を年度予算として定め、それに基づいた業績管理を行う。
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⑤ 執行役、使用人及び子会社の役職員（以下、「グループ役職員」という。）の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制
1) 代表執行役社長は、当社グループの「経営理念」、社会から信頼される企業であるための共通の価値観であ
る「日東紡宣言」及び行動指針である「日東紡行動綱領」「行動規準」について、率先垂範とグループ役職
員への周知徹底を図る。
2) 執行役及び使用人は、「日東紡宣言」の浸透と実践により、コンプライアンスの基本となる健全な企業風土
を醸成する。
3) 執行役及び使用人は、「日東紡行動綱領」「行動規準」に基づき、法令、定款及び社内規程等を遵守するこ
ととし、その実効性を高めるため、コンプライアンス担当部署等により、コンプライアンス意識の向上を図
る。
4) 内部通報制度の「企業倫理ヘルプライン」により、法令違反等の未然防止やその早期発見と適切な対応を行
う。
5) リスクマネジメント統括部担当執行役は、当社グループの内部統制システムの整備状況を踏まえて、現状と
基本方針との整合性を取るため内容の見直しを定期的に行う。
見直しの結果は代表執行役社長に報告し、代表執行役社長が取締役会に報告の上、基本方針の見直しが必要
な場合は取締役会で決議する。
6) 監査委員会は、業務監査及びコンプライアンス監査等の結果を適宜、取締役会で報告する。
⑥ その他当社グループの業務の適正を確保するための体制
1) ｢日東紡宣言｣ 「日東紡行動綱領」「行動規準」及び「企業倫理ヘルプライン」は、当社グループ全体を対象
とし、その周知徹底を図る。
2) 主要な子会社に監査室を設置し業務の適正化を図るとともに、当社の監査室は当社グループ全体を視野に入
れた内部監査を行う。

Ⅱ．内部統制システム構築の基本方針の運用状況の概要
当社グループの業務の適正を確保するため必要な事項について、上記基本方針のとおりに運用されております。
【リスク管理体制の整備】
当社では、代表執行役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会にて、子会社を含む企業集団として、グ
ループ全体のリスク管理の基本方針及び事業を取巻く様々なリスクに対して的確な管理を行うことを「リスク管
理規程」において定めており、その基本方針及び管理体制に基づき、リスクの未然防止を図っております。
4

【法令等の遵守】
当社は、「経営理念」「日東紡宣言」「日東紡行動綱領」「行動規準」の周知徹底、テーマ別の教育・研修の
実施、内部通報制度である「企業倫理ヘルプライン」の運用を通じ、健全な企業風土の醸成と役職員のコンプラ
イアンス意識の向上を図っております。
【取締役会】
当社の取締役会は、指名・報酬・監査の各委員会を構成する取締役の選定、執行役の選任と執行役に対する業
務委嘱、中期経営計画や年度予算などの経営の基本方針に影響を与える業務に関する事項の承認等を通して、業
務執行の監督機能を担っております。なお、当事業年度においては、取締役会を13回開催しております。
【業務の執行】
取締役から委任された業務執行に関する事項を審議する機関として執行会議を設け、毎月２回程度開催して効
率的な業務執行に努めています。
【内部監査】
当社では、他部署から独立した監査組織として8名（うち２名は監査委員会事務局と兼務）で構成する監査室を
設置しており、当社グループ全体の業務監査のみならずコンプライアンス監査等の機能を担った監査を行ってお
ります。その結果を、代表執行役社長と監査委員会に定期的に報告する体制を整えております。
【監査委員会による監査】
監査委員会は監査委員会の職務の執行に必要な監査方針、監査計画を作成し、これらに基づき監査を実施して
います。監査委員会は取締役会に定期的に監査の状況を報告しております。監査委員と監査室は定期的に監査報
告会を設け監査計画・監査実施状況及びその結果などについて協議を行っています。また、会計監査人とは、連
携して実効的かつ効率的な監査を実施するために、定期的に情報及び意見の交換の場を設けております。なお、
当事業年度においては、監査委員会を13回開催しております。
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会社の支配に関する基本方針
(1) 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の源泉及び当社を
支えるステークホルダーとの良好な関係を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益
を中長期的に確保・向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。もとより、上場会社
である当社の株式は、株主又は投資家の皆様に自由に取引されるものであり、当社経営の支配権の移転を伴うよう
な大量買付がなされる場合であっても、これが当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資
するものである限りにおいて、当社は、これを一概に否定するものではありません。また、当社は、株式の大量買
付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に委ねられるべきであると考えております。
当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させていくためには、1)長年培われた技術資産や人的資産
の流出を防ぎ、そのような技術資産や人的資産を中長期的視野で保護育成すること、2)顧客とのネットワークと当
社の有するブランド力を維持・強化していくこと等に重点を置いた経営が必要不可欠であります。
外部者である買収者からの大量買付の提案を受けた際には、上記に加え、当社の有形無形の経営資源、将来を見
据えた施策の潜在的効果、多岐にわたる事業分野やグループ企業間の有機的結合により実現され得るシナジー効
果、その他当社の企業価値を構成する事項等、様々な事項を適切に把握した上で、当該大量買付が当社の企業価
値・株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があります。
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者を、当社の財務及び事業の方針の
決定を支配する者として不適切であると考えており、不適切な大量買付に対して、必要かつ相当な対抗をすること
により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

(2) 基本方針の実現に資する取組みについて
(ア) 当社の企業理念
当社グループは、『日東紡グループは、「健康・快適な生活文化を創造する」企業集団として社会的存在価値
を高め、豊かな社会の実現に貢献し続けます。』との経営理念に基づいて、時代の要請に即応し、社会の役に立
つ新しい価値を創造し提供し続けることで、すべてのステークホルダーの皆様から信頼され、“日東紡でよかっ
た”と思われる企業グループを目指して経営・事業活動に取り組んでおります。

6

また当社グループは、経営理念をもとにして、会社の価値観を分かりやすい文章で表現した「日東紡宣言」を
策定しております。社員一人ひとりが、この「日東紡宣言」を常に意識しながら、自ら考え、行動できるように
努めております。
｢日東紡宣言｣
・日東紡グループは社会の「ベストパートナー」を目指します。
・私たちは、お客様の求めるものを絶えず追究し、お客様に「安心と信頼」を誠実にお届けすることを喜びとし
ます。また、企業活動を通じ株主・投資家・行政・地域社会等すべてのステークホルダー（社会）と共に喜び
を分かち合うことを大切にします。
・私たちは自立した一人ひとりの社員の可能性を尊び、自由闊達にアイデアを出し合いながらチームワークによ
り力を発揮する企業集団を目指します。
・私たち企業グループは社員の成長が会社の成長であることを信じ、社員に成長と自己実現の機会を提供しま
す。社員はまず第一に良き市民であり、深く考え、広く見渡し、果敢に行動します。そして粘り強くやり遂げ
ます。
(イ) 当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上への取組み
当社グループは、1923年（大正12年）に繊維メーカーとして創立して以来、永年にわたって技術、知識を蓄
積・継承し、時代の変化をチャンスとして、その都度旺盛なパイオニア精神を発揮しながら、グラスファイバー
事業、ライフサイエンス事業などに、幅広い事業基盤を築いてまいりました。
また海外展開においても、新規顧客の獲得や事業拠点の設立など、グローバルな活動を続けております。
さらに当社は、地球環境を継承し、持続的発展に貢献していくことを基本理念に盛り込んだ「日東紡環境憲
章」を制定し、すべての事業活動において環境に配慮した製品・サービスを提供することで、環境保全にも努め
ております。
(ウ) 当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の基盤となる仕組み（コーポレート・ガバナンスの強
化）
当社グループは、経営の透明性向上と法令遵守の徹底により企業価値を高めることがコーポレート・ガバナン
スの基本であると認識し、環境の変化に迅速に対応できる内部統制システムを構築しております。
当社グループの「経営理念」、社会から信頼される企業であるための共通の価値観である「日東紡宣言」、そ
して行動指針である「日東紡行動綱領」「行動規準」について、経営トップが、率先垂範とグループ役職員への
周知徹底を図っております。
また、当社グループの事業を取り巻く様々なリスクに対して適切な管理を行い、リスクの未然防止を図ると共
に、万が一、不測の事態が発生した場合には、損害の最小化を図る体制の整備も行っております。
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具体的には以下の事項に取り組んでおります。
Ａ) 2014年６月26日の定時株主総会における承認を受けて指名委員会等設置会社に移行しました。指名委員
会等設置会社に移行することで、監督と執行の分離を一段と明確にし、「監督機能強化・透明性の高い経
営」と「事業の迅速な執行・経営の機動性の向上」を図っております。顧客、株主、取引先、従業員等の
ステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制を構築することで、更なる企業価値向上を図りま
す。また、会社法第332条第６項に従い、取締役の任期は１年であります。
Ｂ) 取締役７名のうち４名を社外取締役としており、業務執行機関に対する取締役会の監督機能をより強化す
る体制を確立しております。
Ｃ) 法令に則り、指名・報酬・監査の各委員会を設置し、各委員会のメンバーの過半数は社外取締役であり、
また全ての委員会の委員長は社外取締役になっています。透明性の高い公正な経営監視体制を確立してお
ります。
Ｄ) 取締役の解任要件を、会社法の原則（会社法第339条第１項、第341条）に従い普通決議にしておりま
す。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す
るための取組み
当社は、当社株式の大量買付が行われた際には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるた
めに、積極的な情報開示に努めるとともに、その時点において適切な対応をしてまいります。

(4) 当社の取組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致
し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
上記（２）及び（３）の取組みは、当社の企業価値を継続的かつ持続的に向上させるための具体的な方策として
策定されたもので、上記（１）の会社の支配に関する基本方針及び株主共同の利益に沿うものであり、当社の会社
役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
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連結株主資本等変動計算書
(自

2021年４月１日

至

2022年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本
資本金
当期首残高
会計方針の変更による
累積的影響額
会計方針の変更を反映
した当期首残高

資本剰余金

19,699

利益剰余金

19,037

自己株式

61,831

株主資本合計

△2,559

14
19,699

19,037

98,008
14

61,846

△2,559

98,023

当期変動額
剰余金の配当
親会社株主に帰属する当期純利益

△1,745

△1,745

6,519

6,519

自己株式の取得

△3

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

336

△3
336

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

−

336

4,773

△3

5,106

19,699

19,373

66,619

△2,563

103,129

当期変動額合計
当期末残高

その他の包括利益累計額
非 支 配 株 主
その他有価証券 為 替 換 算 退職給付に係る そ の 他 の 包 括 持
分
評 価 差 額 金 調 整 勘 定 調 整 累 計 額 利益累計額合計
当期首残高
会計方針の変更による
累積的影響額
会計方針の変更を反映
した当期首残高

2,714

△371

△1,220

1,123

5,257

純資産合計
104,389
14

2,714

△371

△1,220

1,123

5,257

104,404

当期変動額
剰余金の配当

△1,745

親会社株主に帰属する当期純利益

6,519

自己株式の取得
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動
株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△3
336
△960

2,366

163

1,569

△441

1,128

当期変動額合計

△960

2,366

163

1,569

△441

6,234

当期末残高

1,754

1,995

△1,056

2,692

4,815

110,638
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ࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡀ㏻ᖖࡢᮇ㛫࡛࠶ࡿࡓࡵࠊฟⲴⅬ࡛┈ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ┈ࡣ㢳ᐈࡢዎ⣙࠾࠸࡚⣙᮰ࡉࢀࡓᑐ౯ࡽࠊ್ᘬࡁࠊ㏉ရ࡞ࢆ᥍㝖ࡋࡓ㔠㢠࡛

ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᙜヱ

ᑐ౯ࡣࠊ㢳ᐈၟရཪࡣ〇ရࢆᘬࡁΏࡋࡓⅬࠊࡶࡋࡃࡣฟⲴࡋࡓⅬࡽᴫࡡ㸴᭶௨ෆཷ㡿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᨭᡶ᮲௳㛵ࡋ࡚㔜せ࡞㔠⼥せ⣲୪ࡧぢ✚ࡾࡣྵࢇ࡛࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
ն㔜せ࡞እ㈌ᘓࡢ㈨⏘ཪࡣ㈇മࡢᮏ㑥㏻㈌ࡢ⟬ࡢᇶ‽
 እ㈌ᘓ㔠㖹മᶒമົࡣࠊ㐃⤖Ỵ⟬᪥ࡢ┤≀Ⅽ᭰┦ሙࡼࡾ㈌⟬ࡋࠊ⟬ᕪ㢠ࡣᦆ┈ࡋ࡚ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ࡞࠾ࠊᅾእᏊ♫➼ࡢ㈨⏘ཬࡧ㈇മࡣࠊᅾእᏊ♫➼ࡢỴ⟬᪥ࡢ┤≀Ⅽ᭰┦ሙࡼࡾ㈌⟬ࡋࠊ┈ཬࡧ
㈝⏝ࡣᮇ୰ᖹᆒ┦ሙࡼࡾ㈌⟬ࡋࠊ⟬ᕪ㢠ࡣ⣧㈨⏘ࡢ㒊࠾ࡅࡿⅭ᭰⟬ㄪᩚ຺ᐃཬࡧ㠀ᨭ㓄ᰴᣢศ
ྵࡵ࡚ィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
շ㔜せ࡞࣊ࢵࢪィࡢ᪉ἲ
㹟㸬࣊ࢵࢪィࡢ᪉ἲ
 ⧞ᘏ࣊ࢵࢪฎ⌮ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㹠㸬࣊ࢵࢪᡭẁ࣊ࢵࢪᑐ㇟
㸦࣊ࢵࢪᡭẁ㸧    㸦࣊ࢵࢪᑐ㇟㸧
 Ⅽ᭰ண⣙ྲྀᘬ     እ㈌ᘓ㔠㖹മᶒཬࡧணᐃྲྀᘬ
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㹡㸬࣊ࢵࢪ᪉㔪
 ᙜ♫ࡢෆ㒊つ⛬࡛࠶ࡿࠕࢹࣜࣂࢸࣈ⟶⌮つ⛬ࠖᇶ࡙ࡁࠊ┦ሙኚືࣜࢫࢡࡉࢀࡿ㈨⏘࣭㈇മಀࡿࣜࢫ
ࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬࢆ⏝ࡍࡿ᪉㔪ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡘ㐠⏝㈨⏘࣭㈇മࡢ㝈ᗘෆ࡛ࡢࢹࣜࣂ
ࢸࣈྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㹢㸬࣊ࢵࢪ᭷ຠᛶホ౯ࡢ᪉ἲ
 ࣊ࢵࢪ㛤ጞࡽ᭷ຠᛶุᐃⅬࡲ࡛ࡢᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ࣊ࢵࢪᑐ㇟࣊ࢵࢪᡭẁࡢ┦ሙኚືࡢ⣼ィࢆẚ㍑ࡋࠊ
୧⪅ࡢኚື㢠➼ࢆᇶ♏ࡋุ࡚᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ոࡢࢀࢇࡢൾ༷᪉ἲཬࡧൾ༷ᮇ㛫
㸳㹼ᖺ㛫ࡢᐃ㢠ἲࡼࡾൾ༷ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
չࡑࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮ࡢసᡂࡢࡓࡵࡢᇶᮏ࡞ࡿ㔜せ࡞㡯
㹟㸬㐃⤖⣡⛯ไᗘࡢ㐺⏝
 㐃⤖⣡⛯ไᗘࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㹠㸬㐃⤖⣡⛯ไᗘࡽࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜ಀࡿ⛯ຠᯝィࡢ㐺⏝
 ᙜ♫ཬࡧ୍㒊ࡢᅜෆ㐃⤖Ꮚ♫ࡣࠊ⩣㐃⤖ィᖺᗘࡽࠊ㐃⤖⣡⛯ไᗘࡽࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘ⛣⾜ࡍࡿࡇ
࡞ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊࠕᡤᚓ⛯ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖ㸦௧㸰ᖺἲᚊ➨㸶ྕ㸧࠾࠸࡚タࡉࢀࡓࢢ࣮ࣝ
ࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜ཬࡧࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜࠶ࢃࡏ࡚༢య⣡⛯ไᗘࡢぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓ㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ㐃⤖⣡⛯ไᗘࡽࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜ಀࡿ⛯ຠᯝィࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࠖ㸦ᐇົᑐᛂሗ࿌➨ྕ
ᖺ㸱᭶᪥㸧➨㸱㡯ࡢྲྀᢅ࠸ࡼࡾࠊࠕ⛯ຠᯝィಀࡿィᇶ‽ࡢ㐺⏝ᣦ㔪ࠖ㸦ᴗィᇶ‽㐺⏝ᣦ㔪➨
ྕ ᖺ㸰᭶᪥㸧➨㡯ࡢᐃࡵࢆ㐺⏝ࡏࡎࠊ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ཬࡧ⧞ᘏ⛯㔠㈇മࡢ㢠ࡘ࠸࡚ࠊᨵṇ๓ࡢ⛯ἲ
ࡢつᐃᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊ⩣㐃⤖ィᖺᗘࡢᮇ㤳ࡽࠊࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࢆ㐺⏝ࡍࡿሙྜ࠾ࡅࡿἲே⛯ཬࡧᆅ᪉ἲே⛯୪ࡧ⛯
ຠᯝィࡢィฎ⌮ཬࡧ㛤♧ࡢྲྀᢅ࠸ࢆᐃࡵࡓࠕࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࢆ㐺⏝ࡍࡿሙྜࡢィฎ⌮ཬࡧ㛤♧㛵ࡍࡿ
ྲྀᢅ࠸ࠖ㸦ᐇົᑐᛂሗ࿌➨ྕ ᖺ㸶᭶᪥㸧ࢆ㐺⏝ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㹡㸬㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ࠊ㐃⤖ᦆ┈ィ⟬᭩ཬࡧ㐃⤖ᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩ࡢ㔠㢠ࡣࠊⓒᮍ‶ࡢ➃ᩘࢆษࡾᤞ࡚࡚⾲
♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸰㸬㔜せ࡞ィୖࡢぢ✚ࡾ㛵ࡍࡿὀグ
 ィୖࡢぢ✚ࡾࡼࡾᙜ㐃⤖ィᖺᗘಀࡿ㐃⤖ィ⟬᭩㢮ࡑࡢ㢠ࢆィୖࡋࡓ㡯┠࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⩣㐃⤖ィᖺᗘಀ
ࡿ㐃⤖ィ⟬᭩㢮㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢࡣࠊḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸯 ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘
ձᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮ィୖࡋࡓ㔠㢠
 ⓒ
ղィୖࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ⌮ゎ㈨ࡍࡿሗ
 ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ࡢㄆ㆑ࡣࠊྛ♫ࡢᑗ᮶ㄢ⛯ᡤᚓぢ㎸ࡳࡼࡗ࡚ぢ✚ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᙜヱぢ✚ࡾࡣࠊྛ♫ࡢㄢ⛯ᡤᚓ
ࡢኚືࡸ⛯ຠᯝィୖࡢᴗࡢศ㢮ࡢኚ᭦ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ⩣㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮
࠾࠸࡚ࠊ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ࡢ㔠㢠㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸰 ಟ⧋ᘬᙜ㔠
ձᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮ィୖࡋࡓ㔠㢠
 ⓒ
ղィୖࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ⌮ゎ㈨ࡍࡿሗ
 㐃⤖ὀグ⾲ࡢࠕ㸯㸬㐃⤖ィ⟬᭩㢮ࡢసᡂࡢࡓࡵࡢᇶᮏ࡞ࡿ㔜せ࡞㡯㛵ࡍࡿὀグ➼ 㸲 ィ᪉㔪㛵ࡍࡿ
㡯ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾࠊಟ⧋ᘬᙜ㔠ࡣḟᅇࡢಟ⧋㈝⏝ࢆぢ✚ࡗ࡚ィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᙜヱぢ✚ࡾࡣࠊಟ⧋㈝⏝ࡢྛᵓ
ᡂせ⣲ࡢㄪ㐩┦ሙཬࡧⅭ᭰┦ሙࡢኚືࠊ୪ࡧḟᅇࡢಟ⧋ᮇࡢኚ᭦ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊ⩣㐃⤖
ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮࠾࠸࡚ࠊಟ⧋ᘬᙜ㔠ࡢ㔠㢠㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸱㸬ィ᪉㔪ࡢኚ᭦
┈ㄆ㆑㛵ࡍࡿィᇶ‽➼ࡢ㐺⏝ 
 ࠕ┈ㄆ㆑㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽➨ྕ ᖺ㸱᭶᪥ࠋ௨ୗࠕ┈ㄆ㆑ィᇶ‽ࠖ࠸࠺ࠋ㸧➼
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ࢆᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢᮇ㤳ࡽ㐺⏝ࡋࠊ⣙᮰ࡋࡓ㈈ཪࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢᨭ㓄ࡀ㢳ᐈ⛣㌿ࡋࡓⅬ࡛ࠊᙜヱ㈈ཪࡣࢧ࣮ࣅࢫ
ཷࡅྲྀࡿぢ㎸ࡲࢀࡿ㔠㢠࡛┈ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡼࡾࠊ᭷ൾᨭ⤥ྲྀᘬࡘ࠸࡚ࠊᚑ
᮶ࡣ᭷ൾᨭ⤥ࡋࡓᨭ⤥ရࡘ࠸࡚ᾘ⁛ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᨭ⤥ရࢆ㈙࠸ᡠࡍ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊᙜヱᨭ⤥
ရࡢᾘ⁛ࢆㄆ㆑ࡋ࡞࠸᪉ἲኚ᭦ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㍺ฟ㈍࠾࠸࡚ᚑ᮶ࡣ⯪✚Ⅼ࡛┈ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾ
ࡲࡋࡓࡀࠊࣥࢥࢱ࣮࣒ࢬ➼࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ㈠᫆᮲௳ᇶ࡙ࡁࣜࢫࢡ㈇ᢸࡀ㢳ᐈ⛣㌿ࡋࡓ┈ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇ
ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ┈ㄆ㆑ィᇶ‽➼ࡢ㐺⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┈ㄆ㆑ィᇶ‽➨㡯ࡓࡔࡋ᭩ࡁᐃࡵࡿ⤒㐣ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ᚑࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢᮇ㤳ࡼࡾ๓᪂ࡓ࡞ィ᪉㔪ࢆ㐳ཬ㐺⏝ࡋࡓሙྜࡢ⣼✚ⓗᙳ㡪㢠ࢆࠊᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢᮇ㤳ࡢ┈
వ㔠ຍῶࡋࠊᙜヱᮇ㤳ṧ㧗ࡽ᪂ࡓ࡞ィ᪉㔪ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊ๓㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖㈚ᑐ↷⾲࠾࠸࡚ࠊࠕὶື㈨⏘ࠖ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡓࠕཷྲྀᡭᙧཬࡧ㔠ࠖࡣࠊᙜ㐃
⤖ィᖺᗘࡼࡾࠕཷྲྀᡭᙧࠖཬࡧࠕ㔠ࠖྵࡵ࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡇࡢ⤖ᯝࠊᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮࠼ࡿᙳ㡪ࡣ㍍ᚤ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ



౯ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿィᇶ‽➼ࡢ㐺⏝ 
ࠕ౯ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽➨ྕ ᖺ㸵᭶㸲᪥ࠋ௨ୗࠕ౯⟬ᐃィᇶ‽ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
➼ࢆᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢᮇ㤳ࡽ㐺⏝ࡋࠊ౯⟬ᐃィᇶ‽➨㡯ཬࡧࠕ㔠⼥ၟရ㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽
➨ྕ ᖺ㸵᭶㸲᪥㸧➨㸫㸰㡯ᐃࡵࡿ⤒㐣ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ᚑࡗ࡚ࠊ౯⟬ᐃィᇶ‽➼ࡀᐃࡵࡿ᪂ࡓ࡞ィ᪉
㔪ࢆᑗ᮶ࢃࡓࡗ࡚㐺⏝ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡢ㐃⤖ィ⟬᭩㢮࠼ࡿᙳ㡪ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡲࡓࠊࠕ㔠⼥ၟရ㛵ಀࠖὀグ࠾࠸࡚ࠊ㔠⼥ၟရࡢ౯ࡢࣞ࣋ࣝࡈࡢෆヂ➼㛵ࡍࡿ㡯➼ࡢὀグࢆ⾜࠺ࡇ
࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ


㸲㸬┈ㄆ㆑㛵ࡍࡿὀグ
㸯  㢳ᐈࡢዎ⣙ࡽ⏕ࡌࡿ┈ࢆศゎࡋࡓሗ
 ᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊཎ⧄ᮦᴗࠊᶵ⬟ᮦᴗࠊタഛᮦᴗࠊࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫᴗࠊ⧄⥔ᴗࠊཬࡧࡑࡢࡢᴗࢆႠ
ࢇ࡛࠾ࡾࡲࡍࠋཎ⧄ᮦᴗࡣࠊࢢࣛࢫࣇࣂ࣮ཎ⧄〇ရ㸦࣮ࣖࣥࠊ࣮ࣟࣅࣥࢢࠊࢳࣙࢵࣉࢻࢫࢺࣛࣥࢻ➼㸧ࡢ〇㐀ཬ
ࡧ㈍ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᶵ⬟ᮦᴗࡣࠊࢢࣛࢫࣇࣂ࣮ᶵ⬟〇ရ㸦࢞ࣛࢫࢡࣟࢫ➼㸧ࡢ〇㐀ཬࡧ㈍ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ
ࡲࡍࠋタഛᮦᴗࡣࠊ⏘ᴗ㈨ᮦ⏝㏵ࢢࣛࢫࣇࣂ࣮〇ရࡢ〇㐀ཬࡧ㈍ࠊࢢࣛࢫ࣮࢘ࣝ〇ရ㸦᩿⇕ᮦ⏝㏵㸧ࡢ〇㐀ཬ
ࡧ㈍ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࣛࣇࢧ࢚ࣥࢫᴗࡣࠊయእデ᩿⏝་⸆ရࠊࢫ࣌ࢩࣕࣜࢸࢣ࣑࢝ࣝࢫ〇ရཬࡧΎᾴ㣧ᩱ
Ỉࡢ〇㐀ཬࡧ㈍ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ⧄⥔ᴗࡣࠊ⧄⥔〇ရ㸦ࢥࢫࣃࣥ⣒ࠊࢫࢺࣞࢵࢳ〇ရࠊⰺᆅ〇ရࠊḟ〇ရ➼㸧
ࡢ〇㐀ཬࡧ㈍ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡢᴗࡣࠊ⏘ᴗᶵᲔタഛ➼ࡢタィࠊ〇సࠊ㈍ࠊᕤ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫཬࡧࢧ࣮
ࣅࢫᴗ➼ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊྛᴗࡢୖ㧗ࡣࠊḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ


ୖ㧗
㢳ᐈࡢዎ⣙ࡽ⏕
ࡌࡿ┈
ࡑࡢࡢ┈
እ㒊㢳ᐈࡢୖ㧗

ཎ⧄ᮦ
ᴗ

ᶵ⬟ᮦ
ᴗ



༢㸸ⓒ 
ࣛࣇ
ࢧ࢚ࣥࢫ
ᴗ

タഛᮦ
ᴗ

⧄⥔
ᴗ

ィ

ࡑࡢ

ྜィ

































㸫

㸫

㸫



㸫



㸫



















㸰  㢳ᐈࡢዎ⣙ࡽ⏕ࡌࡿ┈ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏࡞ࡿሗ
 ┈ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏࡞ࡿሗࡣࠊ㐃⤖ὀグ⾲ࡢࠕ㸯㸬㐃⤖ィ⟬᭩㢮ࡢసᡂࡢࡓࡵࡢᇶᮏ࡞ࡿ㔜せ࡞㡯
㛵ࡍࡿὀグ➼ 㸲 ィ᪉㔪㛵ࡍࡿ㡯յ㔜せ࡞┈ཬࡧ㈝⏝ࡢィୖᇶ‽ࠖグ㍕ࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ
㸱  㢳ᐈࡢዎ⣙ᇶ࡙ࡃᒚ⾜⩏ົࡢ㊊ᙜヱዎ⣙ࡽ⏕ࡌࡿ࢟ࣕࢵࢩ࣭ࣗࣇ࣮ࣟࡢ㛵ಀ୪ࡧᙜ㐃⤖ィᖺᗘ
ᮎ࠾࠸࡚Ꮡᅾࡍࡿ㢳ᐈࡢዎ⣙ࡽ⩣㐃⤖ィᖺᗘ௨㝆ㄆ㆑ࡍࡿぢ㎸ࡲࢀࡿ┈ࡢ㔠㢠ཬࡧᮇ㛵ࡍࡿሗ
ձዎ⣙㈨⏘ཬࡧዎ⣙㈇മࡢṧ㧗➼
 ᙜ♫ཬࡧ㐃⤖Ꮚ♫ࡢዎ⣙㈨⏘ࡣṧ㧗ࡀ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊዎ⣙㈇മࡘ࠸࡚ࡣࠊṧ㧗㔜せᛶࡀஈࡋࡃࠊ㔜࡞ኚື
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ࡶⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊグ㍕ࢆ┬␎ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㐣ཤࡢᮇ㛫㊊㸦ཪࡣ㒊ศⓗ㊊㸧ࡋࡓᒚ⾜⩏ົ
ࡽࠊᙜ㐃⤖ィᖺᗘㄆ㆑ࡋࡓ┈㔜せᛶࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ
ղṧᏑᒚ⾜⩏ົ㓄ศࡋࡓྲྀᘬ౯᱁
 ᙜ♫ཬࡧ㐃⤖Ꮚ♫࡛ࡣࠊṧᏑᒚ⾜⩏ົ㓄ศࡋࡓྲྀᘬ౯᱁ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜึணࡉࢀࡿዎ⣙ᮇ㛫ࡀ㸯ᖺࢆ㉸
࠼ࡿ㔜せ࡞ዎ⣙ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊグ㍕ࢆ┬␎ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㢳ᐈࡢዎ⣙ࡽ⏕ࡌࡿᑐ౯ࡢ୰ࠊྲྀᘬ౯᱁ྵ
ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸㔜せ࡞㔠㢠ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸳㸬⾲♧᪉ἲࡢኚ᭦
㐃⤖ᦆ┈ィ⟬᭩㛵ಀ 
 ๓㐃⤖ィᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊࠕႠᴗእ㈝⏝ࠖࡢࠕࡑࡢࠖྵࡵ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠕ㐟ఇタഛ㈝ࠖ ๓㐃⤖ィᖺᗘⓒ
 ࡣࠊ㔜せᛶࡀቑࡋࡓࡓࡵࠊᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡼࡾ⊂❧ᥖグࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ๓㐃⤖ィᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ⊂❧ᥖグࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠕ≉ู┈ࠖࡢࠕᅛᐃ㈨⏘༷┈ࠖ㸦ᙜ㐃⤖ィᖺᗘⓒ㸧
ཬࡧࠕᢞ㈨᭷౯ドๆ༷┈ࠖ㸦ᙜ㐃⤖ィᖺᗘⓒ㸧ࡣࠊ㔜せᛶࡀஈࡋ࠸ࡓࡵࠊᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡼࡾࠕࡑࡢࠖ
ྵࡵ࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ๓㐃⤖ィᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ⊂❧ᥖグࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠕ≉ูᦆኻࠖࡢࠕᴗᵓ㐀ᨵၿ㈝⏝ࠖ㸦ᙜ㐃⤖ィᖺᗘⓒ
㸧ࡣࠊ㔜せᛶࡀஈࡋ࠸ࡓࡵࠊᙜ㐃⤖ィᖺᗘࡼࡾࠕࡑࡢࠖྵࡵ࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸴㸬㏣ຍሗ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪㛵ࡍࡿィୖࡢぢ✚ࡾ 
 ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡣ୍ᐃᮇ㛫⥅⥆ࡋᴗ⦼ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⌧Ⅼ࠾࠸࡚ィ
ୖࡢぢ✚ࡾ㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ุ᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ
ࡼࡿᙳ㡪ࡣ☜ᐃせ⣲ࡀከࡃࠊ⩣㐃⤖ィᖺᗘࡢᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡢ㈈ᨻ≧ែཬࡧ⤒Ⴀᡂ⦼ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡾࡲࡍࠋ


㸵㸬㐃⤖㈚ᑐ↷⾲㛵ࡍࡿὀグ
㸯  ㈨⏘ಀࡿῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠
    ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠

ⓒ

㸰  അⓎമົ
 ᙜ♫ࡣࠊᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎ⌧ᅾ࠾࠸࡚ࠊᅜཬࡧᙜ♫ࢆྵࡴࢫ࣋ࢫࢺྲྀᢅ࠸ᴗᩘ༑♫ࢆ⿕࿌ࡋ࡚ᘓタᚑ
⪅ࡑࡢ㑇᪘ࡼࡾᦆᐖ㈺ൾࢆồࡵࡿッゴࡢᥦ㉳ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊᮐᖠࠊྎࠊࡉ࠸ࡓࡲࠊᮾிࠊᶓࠊ㜰ࠊி
㒔ࠊ⚟ᒸࡢྛᆅ᪉ุᡤࠊཬࡧᮐᖠࠊᮾிࡢྛ㧗➼ุᡤ࡚ィ௳ࡢッゴࡀಀᒓ୰࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊ⌧Ⅼ࡛ࡇࢀࡽࡢッゴࡢ᭱⤊ⓗ࡞⤖ᯝࢆண

ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸱  ዎ⣙㈇മ
 ὶື㈇മࠕࡑࡢࠖࡢ࠺ࡕࠊዎ⣙㈇മࡢṧ㧗ࡣⓒ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸲  ᅽ⦰グᖒ㢠
 ᙜᮇྲྀᚓࡋࡓ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡘ࠸࡚ࠊྲྀᚓ౯㢠ࡽ᥍㝖ࡋࡓᅽ⦰グᖒ㢠ࡣࠊࠕᘓ≀ཬࡧᵓ⠏≀ࠖⓒ
ࠊࠕᶵᲔ⨨ཬࡧ㐠ᦙලࠖⓒࠊࠕࡑࡢࠖⓒ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸶㸬㐃⤖ᦆ┈ィ⟬᭩㛵ࡍࡿὀグ
㸯  㢳ᐈࡢዎ⣙ࡽ⏕ࡌࡿ┈
ୖ㧗ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㢳ᐈࡢዎ⣙ࡽ⏕ࡌࡿ┈ཬࡧࡑࢀ௨እࡢ┈ࢆ༊ศࡋ࡚グ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ㢳ᐈ
ࡢዎ⣙ࡽ⏕ࡌࡿ┈ࡢ㔠㢠ࡣࠊ㐃⤖ὀグ⾲ࠕ㸲㸬┈ㄆ㆑㛵ࡍࡿὀグ 㸯 㢳ᐈࡢዎ⣙ࡽ⏕ࡌࡿ┈ࢆ
ศゎࡋࡓሗࠖグ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸰  ཷྲྀಖ㝤㔠
௧ඖᖺᮾ᪥ᮏྎ㢼ࡼࡾᙜ♫ࡀཷࡅࡓ⿕ᐖᑐࡍࡿಖ㝤㔠ࡢཷྲྀ㢠࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸱  ⿵ຓ㔠ධཬࡧᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰ᦆ
ࠕ⿵ຓ㔠ධࠖࡣࠊὠἼ࣭ཎᏊຊ⅏ᐖ⿕⅏ᆅᇦ㞠⏝ฟᴗ❧ᆅ⿵ຓ㔠ࠊཬࡧࡩࡃࡋࡲ❧ᆅᴗᴗ⥅⥆ᑐ⟇
⿵ຓ㔠࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
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ࠕᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰ᦆࠖࡣࠊୖグࡢ⿵ຓ㔠ධక࠸ྲྀᚓ౯㢠ࡽ┤᥋ῶ㢠ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸲  ཷྲྀ㈺ൾ㔠
ᖺ㸵᭶ᙜ♫ࡢ⚟ᓥ➨㸰ᕤሙ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓⅆ⅏ᨾಀࡿ㈺ൾ㔠ࡢཷྲྀ㢠࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸳  ῶᦆᦆኻ
ᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ௨ୗࡢ㈨⏘ࢢ࣮ࣝࣉࡘ࠸࡚ῶᦆᦆኻࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ሙᡤ

⏝㏵

⚟┴⚟ᕷ

✀㢮

ᴗ⏝㈨⏘

ῶᦆᦆኻ

ᘓ≀ཬࡧᵓ⠏≀ࠊᶵᲔ⨨

ⓒ

ཬࡧ㐠ᦙලࠊᅵᆅ➼
 ㈨⏘ࢢ࣮ࣝࣉࡈࡢῶᦆᦆኻࡢෆヂ
࣭⚟┴⚟ᕷ      ⓒ㸦࠺ࡕࠊᘓ≀ཬࡧᵓ⠏≀ⓒࠊᶵᲔ⨨ཬࡧ㐠ᦙලⓒࠊ
ᅵᆅⓒࠊ࣮ࣜࢫ㈨⏘ⓒࠊࡑࡢⓒࠊ
↓ᙧᅛᐃ㈨⏘ⓒ㸧
 ῶᦆᦆኻࡢ⟬ᐃ࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㈨⏘ࢆᴗ⏝㈨⏘ࠊ㈤㈚㈨⏘ࠊ㐟ఇ㈨⏘ࠊඹ⏝㈨⏘ศ㢮ࡋࠊᴗ⏝㈨⏘ࡘ࠸࡚
ࡣ⟶⌮ィୖࡢ༊ศᇶ࡙ࡁࠊ㈤㈚㈨⏘ཬࡧ㐟ఇ㈨⏘ࡘ࠸࡚ࡣ≀௳ࡈ㈨⏘ࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ
 ୖグᴗ⏝㈨⏘ࡣ┈ᛶࡢపୗࡼࡾᢞ㈨ࡢᅇࡀぢ㎸ࡵ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᖒ⡙౯㢠ࢆᅇྍ⬟౯㢠ࡲ࡛ῶ㢠
ࡋࠊᙜヱῶᑡ㢠ࢆῶᦆᦆኻࡋ࡚ⓒィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊᅇྍ⬟౯㢠ࡣṇ༷౯㢠ࡼࡾ

ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊṇ༷౯㢠ࡣ㈨⏘ࡢぢ✚ฎศ౯㢠➼ࡼࡾ⟬ᐃࡋ࡚

࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸷㸬㐃⤖ᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩㛵ࡍࡿὀグ 
㸯  Ⓨ⾜῭ᰴᘧ㛵ࡍࡿ㡯
ᰴᘧࡢ✀㢮

ᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮇ㤳

ᬑ㏻ᰴᘧ㸦༓ᰴ㸧

ቑຍ



ῶᑡ
̿

ᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎ
̿



㸰  ⮬ᕫᰴᘧ㛵ࡍࡿ㡯
ᰴᘧࡢ✀㢮

ᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮇ㤳

ᬑ㏻ᰴᘧ㸦༓ᰴ㸧

ቑຍ



ῶᑡ


ᙜ㐃⤖ィᖺᗘᮎ
̿



ኚື⏤ࡢᴫせ 
༢ඖᮍ‶ᰴᘧࡢ㈙ྲྀࡾࡼࡿቑຍ 


༓ᰴ 

㸱  㓄ᙜ㛵ࡍࡿ㡯   
ձ㓄ᙜ㔠ᨭᡶ㢠 
Ỵ㆟

ᰴᘧࡢ
✀㢮

㓄ᙜ㔠ࡢ⥲㢠
ⓒ 

㸯ᰴᙜࡓࡾ
㓄ᙜ㢠  

ᇶ‽᪥

ຠຊⓎ⏕᪥

ᖺ㸴᭶᪥
ᬑ㏻ᰴᘧ

 ᖺ㸱᭶᪥
ᖺ㸴᭶᪥
ᐃᰴ⥲
ᖺ᭶㸳᪥
ᬑ㏻ᰴᘧ

 ᖺ㸷᭶᪥
ᖺ᭶᪥
ྲྀ⥾ᙺ
ղᇶ‽᪥ࡀᙜ㐃⤖ィᖺᗘᒓࡍࡿ㓄ᙜࡢ࠺ࡕࠊ㓄ᙜࡢຠຊⓎ⏕᪥ࡀ⩣㐃⤖ィᖺᗘ࡞ࡿࡶࡢ 
 ᖺ㸴᭶᪥㛤ദ➨ᅇᐃᰴ⥲ࡢ㆟ࡋ࡚ࠊḟࡢ࠾ࡾᥦࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᰴᘧࡢ
㓄ᙜ㔠ࡢ⥲㢠 㸯ᰴᙜࡓࡾ
Ỵ㆟
㓄ᙜࡢཎ㈨
ᇶ‽᪥
✀㢮
ⓒ 
㓄ᙜ㢠  
ᖺ㸴᭶᪥
ᬑ㏻ᰴᘧ ┈వ㔠      
ᖺ㸱᭶᪥
ᐃᰴ⥲

ຠຊⓎ⏕᪥
ᖺ㸴᭶᪥


㸬㔠⼥ၟရ㛵ࡍࡿὀグ


㸯  㔠⼥ၟရࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿ㡯
 ᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ㈨㔠㐠⏝ࡘ࠸࡚ࡣ▷ᮇⓗ࡞㡸㔠ࡢࡳ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㖟⾜➼㔠⼥ᶵ㛵ࡽࡢධཬࡧ♫മ
ࡼࡾ㈨㔠ࢆㄪ㐩ࡋ࡚࠾ࡾࠊཷྲྀᡭᙧཬࡧ㔠ಀࡿ㢳ᐈࡢಙ⏝ࣜࢫࢡࡣࠊࠕಙ⟶⌮つ⛬ࠖἢࡗ࡚ࣜࢫࢡప
ῶࢆᅗࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊᢞ㈨᭷౯ドๆࡣࡋ࡚ᰴᘧ࡛࠶ࡾࠊୖሙᰴᘧࡘ࠸࡚ࡣᐃᮇⓗ౯ࡢᢕᥱࢆ⾜
ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ 
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ධ㔠ཬࡧ♫മࡼࡿㄪ㐩㈨㔠ࡢ㏵ࡣࠊ㐠㌿㈨㔠㸦ࡋ࡚▷ᮇධ㔠㸧ཬࡧタഛᢞ㈨㈨㔠㸦㛗ᮇධ㔠ཬ
ࡧ♫മ㸧࡛࠶ࡾࠊ㛗ᮇධ㔠ࡢ㔠ኚືࣜࢫࢡࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࠊᅛᐃ㔠࡛ࡢධࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊࢹࣜࣂࢸࣈࡣෆ㒊つ⛬ᚑࡗ࡚࠾ࡾࠊࡘ㐠⏝㈨⏘࣭㈇മࡢ㝈ᗘෆ࡛ࡢྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸰  㔠⼥ၟရࡢ౯➼㛵ࡍࡿ㡯
ᖺ㸱᭶᪥㸦ᙜᮇࡢ㐃⤖Ỵ⟬᪥㸧࠾ࡅࡿ㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠ࠊ౯ཬࡧࡇࢀࡽࡢᕪ㢠ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ
ࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
༢㸸ⓒ 
㐃⤖㈚ᑐ↷⾲
ィୖ㢠


㸯  ᢞ㈨᭷౯ドๆ㸦ͤ㸰㸧



   ࡑࡢ᭷౯ドๆ

౯

ᕪ㢠









̿





̿

㸯  ♫മ





 

㸰  㛗ᮇධ㔠㸦ᖺෆ㏉῭ணᐃࡢ㛗ᮇධ㔠ࢆྵࡴ㸧













㈨⏘ィ

㈇മィ
ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬ㸦ͤ㸱㸧

 

 

̿

ͤ㸯 ࠕ⌧㔠ཬࡧ㡸㔠ࠖࠕཷྲྀᡭᙧࠖࠕ㔠ࠖࠕᨭᡶᡭᙧཬࡧ㈙㔠ࠖࠕ▷ᮇධ㔠ࠖࡘ࠸࡚ࡣࠊ⌧㔠࡛࠶ࡿࡇ
ࠊཬࡧ▷ᮇ㛫࡛Ỵ῭ࡉࢀࡿࡓࡵ౯ࡀᖒ⡙౯㢠㏆ఝࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊὀグࢆ┬␎ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ͤ㸰 ᕷሙ౯᱁ࡢ࡞࠸ᰴᘧ➼ࡣࠊࠕ㸦㸯㸧ᢞ㈨᭷౯ドๆࠖࡣྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋᙜヱ㔠⼥ၟရࡢ㐃⤖㈚ᑐ↷⾲
ィୖ㢠ࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
                    㸦༢㸸ⓒ㸧
༊ศ

㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠

㠀ୖሙᰴᘧ



ͤ㸱 ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓṇࡢമᶒ࣭മົࡣ⣧㢠࡛⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊྜィ࡛ṇࡢമົ࡞ࡿ㡯┠ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㸦㸧࡛♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸱  㔠⼥ၟရࡢ౯ࡢࣞ࣋ࣝࡈࡢෆヂ➼㛵ࡍࡿ㡯
 㔠⼥ၟရࡢ౯ࢆࠊ౯ࡢ⟬ᐃ⏝࠸ࡓࣥࣉࢵࢺࡢほᐹྍ⬟ᛶཬࡧ㔜せᛶᛂࡌ࡚ࠊ௨ୗࡢ㸱ࡘࡢࣞ࣋ࣝ
ศ㢮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࣞ࣋ࣝ㸯ࡢ౯㸸ྠ୍ࡢ㈨⏘ཪࡣ㈇മࡢάⓎ࡞ᕷሙ࠾ࡅࡿ㸦↓ㄪᩚࡢ㸧┦ሙ౯᱁ࡼࡾ⟬ᐃࡋࡓ౯
ࣞ࣋ࣝ㸰ࡢ౯㸸ࣞ࣋ࣝ㸯ࡢࣥࣉࢵࢺ௨እࡢ┤᥋ཪࡣ㛫᥋ⓗほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺࢆ⏝࠸࡚⟬ᐃࡋࡓ౯
ࣞ࣋ࣝ㸱ࡢ౯㸸㔜せ࡞ほᐹ࡛ࡁ࡞࠸ࣥࣉࢵࢺࢆ⏝ࡋ࡚⟬ᐃࡋࡓ౯
 ౯ࡢ⟬ᐃ㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࣥࣉࢵࢺࢆ」ᩘ⏝ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࢀࡽࡢࣥࣉࢵࢺࡀࡑࢀࡒࢀᒓ
ࡍࡿࣞ࣋ࣝࡢ࠺ࡕࠊ౯ࡢ⟬ᐃ࠾ࡅࡿඃඛ㡰ࡀ᭱ࡶప࠸ࣞ࣋ࣝ౯ࢆศ㢮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ձ౯࡛㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ィୖࡋ࡚࠸ࡿ㔠⼥ၟရ
༢㸸ⓒ 
౯
༊ศ
ࣞ࣋ࣝ㸯
ᢞ㈨᭷౯ドๆ

ࣞ࣋ࣝ㸰





 ࡑࡢ᭷౯ドๆ
  ᰴᘧ
㈨⏘ィ

㈇മィ

ྜィ














̿

̿





̿

̿











̿



̿



̿



̿



ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬ
 ㏻㈌㛵㐃

ࣞ࣋ࣝ㸱
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ղ౯࡛㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ィୖࡋ࡚࠸ࡿ㔠⼥ၟရ௨እࡢ㔠⼥ၟရ
༢㸸ⓒ 
౯
༊ศ
ࣞ࣋ࣝ㸯

ࣞ࣋ࣝ㸰

ࣞ࣋ࣝ㸱

ྜィ

♫മ

̿



̿



㛗ᮇධ㔠㸦ᖺෆ㏉῭ணᐃࡢ㛗ᮇධ㔠
ࢆྵࡴ㸧

̿



̿



㈇മィ

̿



̿



㸦ὀ㸧౯ࡢ⟬ᐃ⏝࠸ࡓホ౯ᢏἲཬࡧࣥࣉࢵࢺࡢㄝ᫂
ᢞ㈨᭷౯ドๆ
 ୖሙᰴᘧࡣ┦ሙ౯᱁ࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋୖሙᰴᘧࡣάⓎ࡞ᕷሙ࡛ྲྀᘬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ౯ࢆࣞ
࣋ࣝ㸯ࡢ౯ศ㢮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬ
 ㏻㈌㛵㐃࡛ࡣඛ≀Ⅽ᭰ண⣙ྲྀᘬࢆ⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬࡢ౯ࡣࠊⅭ࣮᭰ࣞࢺ➼ࡢほᐹྍ⬟࡞ࣥࣉࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ᘬ⌧ᅾ౯್ἲࡼࡾ⟬ᐃࡋ࡚࠾
ࡾࠊࣞ࣋ࣝ㸰ࡢ౯ศ㢮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
♫മ
 ᙜ♫ࡢⓎ⾜ࡍࡿ♫മࡢ౯ࡣࠊ┦ሙ౯᱁ᇶ࡙ࡁ⟬ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ౯ࢆࣞ࣋ࣝ㸰ࡢ౯ศ㢮ࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ
㛗ᮇධ㔠㸦ᖺෆ㏉῭ணᐃࡢ㛗ᮇධ㔠ࢆྵࡴ㸧
 ࡇࢀࡽࡢ౯ࡣࠊඖ㔠ࡢྜィ㢠ࠊᙜヱമົࡢṧᏑᮇ㛫ཬࡧಙ⏝ࣜࢫࢡࢆຍࡋࡓ⋡ࢆᇶࠊᘬ⌧ᅾ౯
್ἲࡼࡾ⟬ᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊࣞ࣋ࣝ㸰ࡢ౯ศ㢮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸬㈤㈚➼ື⏘㛵ࡍࡿὀグ
㸯  ㈤㈚➼ື⏘ࡢ≧ἣ㛵ࡍࡿ㡯
 ᙜ♫ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣࠊᮾி㒔ࡑࡢࡢᆅᇦ࠾࠸࡚ࠊ㈤㈚⏝ࡢ࢜ࣇࢫࣅࣝ㸦ᅵᆅࢆྵࡴࠋ㸧➼ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ
㸰  ㈤㈚➼ື⏘ࡢ౯㛵ࡍࡿ㡯
 ༢㸸ⓒ 
㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠

ᮇᮎ౯




ὀ 㸯㸬㐃⤖㈚ᑐ↷⾲ィୖ㢠ࡣࠊྲྀᚓཎ౯ࡽῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠ཬࡧῶᦆᦆኻ⣼ィ㢠ࢆ᥍㝖ࡋࡓ㔠㢠࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸰 ᙜᮇᮎࡢ౯ࡣࠊせ࡞ື⏘㛵ࡋ࡚ࡣື⏘㚷ᐃᇶ࡙ࡃ㔠㢠ࠊࡑࡢࡢື⏘㛵ࡋ࡚ࡣࠕື⏘㚷ᐃ
ホ౯ᇶ‽ࠖᇶ࡙࠸࡚⮬♫࡛⟬ᐃࡋࡓ㔠㢠㸦ᣦᶆ➼ࢆ⏝࠸࡚ㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢࢆྵࡴࠋ㸧࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸬㸯ᰴᙜࡓࡾሗ㛵ࡍࡿὀグ
㸯ᰴᙜࡓࡾ⣧㈨⏘㢠

㖹

㸯ᰴᙜࡓࡾᙜᮇ⣧┈

㖹


㸬㔜せ࡞ᚋⓎ㇟㛵ࡍࡿὀグ
ᅛᐃ㈨⏘ࡢㆡΏࡘ࠸࡚ 
 ᙜ♫ࡣࠊᖺ㸰᭶᪥㛤ദࡢྲྀ⥾ᙺ࡛ᙜ♫ࡀಖ᭷ࡍࡿᅛᐃ㈨⏘ࢆㆡΏࡍࡿࡇࢆỴ㆟ࡋࠊᖺ㸲᭶᪥ㆡ
Ώ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
㸦㸯㸧ᅛᐃ㈨⏘ࡢㆡΏࡢ⌮⏤
ᙜ♫ࡣࠊᙜ♫ࡀಖ᭷࣭㐠Ⴀࡍࡿࢦࣝࣇ⦎⩦ሙࠕឡࢦࣝࣇ࣮࢞ࢹࣥ㸦㟼ᒸ┴㟼ᒸᕷ㸧ࠖࡘ࠸࡚ࠊタࡢ⪁ᮙ➼
ࢆ⌮⏤ࡋ࡚ᖺ㸲᭶᪥ࢆࡶࡗ࡚Ⴀᴗࢆ⤊ࡋࠊ⤒Ⴀ㈨※ࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡓࡵࠊᙜࢦࣝࣇ⦎⩦ሙ㊧ᆅࢆㆡΏ࠸ࡓ
ࡋࡲࡋࡓࠋ
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㸦㸰㸧ㆡΏ㈨⏘ࡢෆᐜ
ձ㈨⏘ࡢྡ⛠

ࢦࣝࣇ⦎⩦ሙ㊧ᆅ

ղᡤᅾᆅ

㟼ᒸᕷⵇ༊㛗Ꮠཎᆤ␒

ճᅵᆅ㠃✚

੍

մㆡΏ┈

൨

յ⌧ἣ

ࢦࣝࣇ⦎⩦ሙ㊧ᆅ

ͤㆡΏ౯㢠ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊㆡΏඛࡢពྥࡼࡾ㛤♧ࢆ᥍࠼ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋㆡΏ౯㢠ࡣࠊධᮐࡼࡿᕷሙ౯
᱁ࢆᫎࡋࡓබṇጇᙜ࡞౯㢠࡛࠶ࡾࠊㆡΏ┈ࡣࠊㆡΏ౯㢠ࡽᖒ⡙౯㢠ཬࡧㆡΏಀࡿ㈝⏝➼ࢆ᥍㝖ࡋࡓ㔠㢠࡛
ࡍࠋ
㸦㸱㸧ㆡΏඛࡢᴫせ
ձྡ⛠

ᰴᘧ♫%$1'$,63,5,76

ղᡤᅾᆅ

ᮾி㒔

ճ௦⾲⪅ࡢᙺ⫋࣭Ặྡ

௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 Ᏹ⏣ᕝ༡Ḣ
ࣁࢱ࣮ࢤࢵࢺྥࡅ⋵ලࠊࣉࣛࣔࢹࣝࠊᬒရࠊ㞧㈌࡞ࡢ
⏬࣭㛤Ⓨ࣭〇㐀࣭㈍
ᖺ㸰᭶᪥

մᴗෆᐜ
յタ❧ᖺ᭶᪥

༊Ⱚ┠ *%$6(⏣⏫

ᙜヱㆡΏඛᙜ♫ࡢ㛫ࡣࠊ㈨ᮏ㛵ಀࠊேⓗ㛵ಀࠊྲྀᘬ㛵ಀཬࡧ㛵㐃ᙜ
⪅ࡋ࡚≉グࡍࡁ㡯ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

նᙜ♫ࡢ㛵ಀ
㸦㸲㸧ㆡΏ᪥
ᖺ㸲᭶᪥
㸦㸳㸧≉ู┈ࡢィୖ

ᙜヱᅛᐃ㈨⏘ࡢㆡΏక࠺ㆡΏ┈൨ࡣࠊᖺ㸱᭶ᮇỴ⟬࠾࠸࡚ࠊᅛᐃ㈨⏘༷┈ࡋ࡚≉ู┈ィୖ࠸


ࡓࡋࡲࡍࠋ
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株主資本等変動計算書
(自

2021年４月１日

至

2022年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本
資本剰余金
資本金

当期首残高
会計方針の変更
による累積的影
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残
高
当期変動額
剰余金の配当
固定資産圧縮積立金の積立
固定資産圧縮積立金の取崩
固定資産圧縮特別勘定積立
金の取崩
当期純利益
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

19,699

19,699

利益剰余金
その他利益剰余金

資本剰余金
固 定 資 産
合
計 固 定 資 産 圧縮特別勘定 別
圧縮積立金
積
積 立 金
19,029
19,029
4,074
776

資本準備金

19,029

19,029

4,074

776

立

利益剰余金
途 繰 越 利 益 合
計
金 剰 余 金

3,000

3,000

236
△57
△236

−
19,699

−
19,029

−
19,029

178
4,253

19

△236
540

−
3,000

25,817

33,668

16

16

25,833

33,684

△1,745
△236
57

△1,745
−
−

236

−

4,042

4,042

2,353
28,187

2,296
35,981

株主資本
自己株式
当期首残高
会計方針の変更
による累積的影
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残
高
当期変動額
剰余金の配当
固定資産圧縮積立金の積立
固定資産圧縮積立金の取崩
固定資産圧縮特別勘定積立
金の取崩
当期純利益
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高

評価・換算差額等

株主資本合計

△2,559

69,837

その他有価証券
評 価 差 額 金
2,658

評価・換算差額等合計
2,658

16
△2,559

69,853

純資産合計
72,495
16

2,658

2,658

△1,745
−
−

72,511

△1,745
−
−

−

−

△3

4,042
△3

4,042
△3

△3
△2,563

2,292
72,146

20

△957

△957

△957

△957
1,700

△957
1,700

1,335
73,847



ಶูὀグ⾲


㸯㸬㔜せ࡞ィ᪉㔪ಀࡿ㡯㛵ࡍࡿὀグ
㸯  ㈨⏘ࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ
ձ᭷౯ドๆࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ
㹟㸬Ꮚ♫ᰴᘧཬࡧ㛵㐃♫ᰴᘧ͐⛣ືᖹᆒἲࡼࡿཎ౯ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㹠㸬ࡑࡢ᭷౯ドๆ
ᕷሙ౯᱁ࡢ࡞࠸ᰴᘧ➼௨እࡢࡶࡢ
౯ἲ㸦ホ౯ᕪ㢠ࡣ㒊⣧㈨⏘┤ධἲࡼࡾฎ⌮ࡋࠊ༷ཎ౯ࡣ⛣ືᖹᆒἲࡼࡾ⟬ᐃࠋ㸧ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ
ᕷሙ౯᱁ࡢ࡞࠸ᰴᘧ➼
 ⛣ືᖹᆒἲࡼࡿཎ౯ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ղࢹࣜࣂࢸࣈࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ
 ౯ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ճᲴ༺㈨⏘ࡢホ౯ᇶ‽ཬࡧホ౯᪉ἲ
 ᭶ู⛣ືᖹᆒἲࡼࡿཎ౯ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ㸦㈚ᑐ↷⾲౯㢠ࡘ࠸࡚ࡣ┈ᛶࡢపୗࡼࡿ⡙౯ษୗࡆ
ࡢ᪉ἲ㸧
㸰  ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
ձ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃ㸧
 ᐃ㢠ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊ࡞⪏⏝ᖺᩘࡣ௨ୗࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ᘓ≀     㸵㹼ᖺ
 ᶵᲔཬࡧ⨨ 㸱㹼ᖺ
ղ↓ᙧᅛᐃ㈨⏘㸦࣮ࣜࢫ㈨⏘ࢆ㝖ࡃ㸧
 ᐃ㢠ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊ⮬♫⏝ࡢࢯࣇࢺ࢚࢘ࡘ࠸࡚ࡣ♫ෆ࠾ࡅࡿ⏝ྍ⬟ᮇ㛫㸦㸳ᖺ㸧ᇶ
࡙ࡃᐃ㢠ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ճ࣮ࣜࢫ㈨⏘
ᡤ᭷ᶒ⛣㌿እࣇࢼࣥࢫ࣭࣮ࣜࢫྲྀᘬಀࡿ࣮ࣜࢫ㈨⏘
࣮ࣜࢫᮇ㛫ࢆ⪏⏝ᖺᩘࡋࠊṧᏑ౯㢠ࢆ㞽ࡍࡿᐃ㢠ἲࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸱  ᘬᙜ㔠ࡢィୖᇶ‽
ձ㈚ಽᘬᙜ㔠
 മᶒࡢ㈚ಽᦆኻഛ࠼ࡿࡓࡵࠊ୍⯡മᶒࡘ࠸࡚ࡣ㈚ಽᐇ⦼⋡ࡼࡾࠊ㈚ಽᠱᛕമᶒ➼≉ᐃࡢമᶒࡘ࠸࡚ࡣಶ
ูᅇྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋࠊᅇ⬟ぢ㎸㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ղ㈹ᘬᙜ㔠
 ᚑᴗဨᑐࡋᨭ⤥ࡍࡿ㈹ഛ࠼ࡿࡓࡵࠊᨭ⤥ぢ㎸㢠ࡢ࠺ࡕᙜᴗᖺᗘ㈇ᢸ㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ճᴗᵓ㐀ᨵၿᘬᙜ㔠
 ᴗᵓ㐀ᨵ㠉క࠸ࠊᚋⓎ⏕ࡀぢ㎸ࡲࢀࡿ㈝⏝ࡘ࠸࡚ྜ⌮ⓗ࡞ぢ✚㢠ࢆィୖࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
մ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠
 ᚑᴗဨࡢ㏥⫋⤥ഛ࠼ࡿࡓࡵࠊᙜᴗᖺᗘᮎ࠾ࡅࡿ㏥⫋⤥മົཬࡧᖺ㔠㈨⏘ࡢぢ㎸㢠ᇶ࡙ࡁィୖࡋ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋ
㹟㸬㏥⫋⤥ぢ㎸㢠ࡢᮇ㛫ᖐᒓ᪉ἲ
 ㏥⫋⤥മົࡢ⟬ᐃ࠶ࡓࡾࠊ㏥⫋⤥ぢ㎸㢠ࢆᙜᴗᖺᗘᮎࡲ࡛ࡢᮇ㛫ᖐᒓࡉࡏࡿ᪉ἲࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤥
⟬ᐃᘧᇶ‽ࡼࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㹠㸬ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢ㈝⏝ฎ⌮᪉ἲ
 ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛᴗᖺᗘࡢⓎ⏕࠾ࡅࡿᚑᴗဨࡢᖹᆒṧᏑົᮇ㛫௨ෆࡢ୍ᐃࡢᖺᩘ㸦
ᖺ㸧ࡼࡿᐃ⋡ἲࡼࡾィ⟬ࡋࡓ㢠ࢆࡑࢀࡒࢀⓎ⏕ࡢ⩣ᴗᖺᗘࡽ㈝⏝ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
յಟ⧋ᘬᙜ㔠
 〇㐀タഛࡢᐃᮇⓗಟ⧋ഛ࠼ࡿࡓࡵࠊ๓ᅇࡢಟ⧋㈝⏝ࢆᇶ‽ࡋ࡚ḟᅇࡢಟ⧋㈝⏝ࢆぢ✚ࡾࠊḟᅇࡢᨵಟࡲ࡛ࡢ
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ᮇ㛫ᣨศࡋ࡚⧞ࡾධࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸲  ┈ཬࡧ㈝⏝ࡢィୖᇶ‽
 ၟရཪࡣ〇ရࡢ㈍ಀࡿ┈ࡣࠊ༺ཪࡣ〇㐀➼ࡼࡿ㈍࡛࠶ࡾࠊ㢳ᐈࡢ㈍ዎ⣙ᇶ࡙࠸࡚ၟရཪ
ࡣ〇ရࢆᘬࡁΏࡍᒚ⾜⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᙜヱᒚ⾜⩏ົࡣࠊၟရཪࡣ〇ရࢆᘬࡁΏࡍ୍Ⅼ࠾࠸࡚ࠊ㢳ᐈࡀ
ᙜヱၟရཪࡣ〇ရᑐࡍࡿᨭ㓄ࢆ⋓ᚓࡋ࡚㊊ࡉࢀࡿุ᩿ࡋࠊᘬΏⅬ࡛┈ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊᙜ
ヱᅜෆࡢ㈍ࡘ࠸࡚ࡣࠊฟⲴࡽᙜヱၟရཪࡣ〇ရࡢᨭ㓄ࡀ㢳ᐈ⛣㌿ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡀ㏻ᖖࡢᮇ㛫࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊฟⲴⅬ࡛┈ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ᙜ♫ࡀ௦⌮ேࡋ࡚ၟရࡢ㈍㛵ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡢᙜ⪅ࡀᥦ౪ࡍࡿၟရཷࡅྲྀࡿ㢠ࡽᙜ
ヱࡢᙜ⪅ᨭᡶ࠺㢠ࢆ᥍㝖ࡋࡓ⣧㢠࡛┈ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ┈ࡣ㢳ᐈࡢዎ⣙࠾࠸࡚⣙᮰ࡉࢀࡓᑐ౯
ࡽࠊ್ᘬࡁࠊ㏉ရ࡞ࢆ᥍㝖ࡋࡓ㔠㢠࡛

ᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᙜヱᑐ౯ࡣࠊ㢳ᐈၟရཪࡣ〇ရࢆᘬࡁΏࡋࡓⅬࠊ

ࡶࡋࡃࡣฟⲴࡋࡓⅬࡽᴫࡡ㸴᭶௨ෆཷ㡿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᨭᡶ᮲௳㛵ࡋ࡚㔜せ࡞㔠⼥せ⣲୪ࡧぢ
✚ࡾࡣྵࢇ࡛࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
㸳  ࣊ࢵࢪィࡢ᪉ἲ
ձ࣊ࢵࢪィࡢ᪉ἲ
 ⧞ᘏ࣊ࢵࢪฎ⌮ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ղ࣊ࢵࢪᡭẁ࣊ࢵࢪᑐ㇟
㸦࣊ࢵࢪᡭẁ㸧    㸦࣊ࢵࢪᑐ㇟㸧
 Ⅽ᭰ண⣙ྲྀᘬ     እ㈌ᘓ㔠㖹മᶒཬࡧணᐃྲྀᘬ
ճ࣊ࢵࢪ᪉㔪
 ᙜ♫ࡢෆ㒊つ⛬࡛࠶ࡿࠕࢹࣜࣂࢸࣈ⟶⌮つ⛬ࠖᇶ࡙ࡁࠊ┦ሙኚືࣜࢫࢡࡉࢀࡿ㈨⏘࣭㈇മಀࡿࣜࢫࢡ
ࢆᅇ㑊ࡍࡿ┠ⓗ࡛ࢹࣜࣂࢸࣈྲྀᘬࢆ⏝ࡍࡿ᪉㔪ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡘ㐠⏝㈨⏘࣭㈇മࡢ㝈ᗘෆ࡛ࡢࢹࣜࣂࢸ
ࣈྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
մ࣊ࢵࢪ᭷ຠᛶホ౯ࡢ᪉ἲ
 ࣊ࢵࢪ㛤ጞࡽ᭷ຠᛶุᐃⅬࡲ࡛ࡢᮇ㛫࠾࠸࡚ࠊ࣊ࢵࢪᑐ㇟࣊ࢵࢪᡭẁࡢ┦ሙኚືࡢ⣼ィࢆẚ㍑ࡋࠊ୧
⪅ࡢኚື㢠➼ࢆᇶ♏ࡋุ࡚᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
㸴  ࡑࡢィ⟬᭩㢮ࡢసᡂࡢࡓࡵࡢᇶᮏ࡞ࡿ㔜せ࡞㡯
 ձ㏥⫋⤥ಀࡿィฎ⌮
 ㏥⫋⤥ಀࡿᮍㄆ㆑ᩘ⌮ィ⟬ୖࡢᕪ␗ࡢィฎ⌮ࡢ᪉ἲࡣࠊ㐃⤖ィ⟬᭩㢮࠾ࡅࡿィฎ⌮ࡢ᪉ἲ␗࡞ࡗ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋ
ղ㐃⤖⣡⛯ไᗘࡢ㐺⏝
 㐃⤖⣡⛯ไᗘࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ճ㐃⤖⣡⛯ไᗘࡽࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜ಀࡿ⛯ຠᯝィࡢ㐺⏝
 ᙜ♫ࡣࠊ⩣ᴗᖺᗘࡽࠊ㐃⤖⣡⛯ไᗘࡽࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘ⛣⾜ࡍࡿࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊࠕᡤᚓ⛯ἲ
➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖ㸦௧㸰ᖺἲᚊ➨㸶ྕ㸧࠾࠸࡚タࡉࢀࡓࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࡢ⛣⾜ཬࡧࢢ࣮ࣝࣉ㏻
⟬ไᗘࡢ⛣⾜࠶ࢃࡏ࡚༢య⣡⛯ไᗘࡢぢ┤ࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓ㡯┠ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ㐃⤖⣡⛯ไᗘࡽࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไ
ᗘࡢ⛣⾜ಀࡿ⛯ຠᯝィࡢ㐺⏝㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࠖ㸦ᐇົᑐᛂሗ࿌➨ྕ ᖺ㸱᭶᪥㸧➨㸱㡯ࡢྲྀᢅ࠸
ࡼࡾࠊࠕ⛯ຠᯝィಀࡿィᇶ‽ࡢ㐺⏝ᣦ㔪ࠖ㸦ᴗィᇶ‽㐺⏝ᣦ㔪➨ྕ ᖺ㸰᭶᪥㸧➨㡯ࡢᐃࡵ
ࢆ㐺⏝ࡏࡎࠊ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ཬࡧ⧞ᘏ⛯㔠㈇മࡢ㢠ࡘ࠸࡚ࠊᨵṇ๓ࡢ⛯ἲࡢつᐃᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊ⩣ᴗᖺᗘࡢᮇ㤳ࡽࠊࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࢆ㐺⏝ࡍࡿሙྜ࠾ࡅࡿἲே⛯ཬࡧᆅ᪉ἲே⛯୪ࡧ⛯ຠᯝ
ィࡢィฎ⌮ཬࡧ㛤♧ࡢྲྀᢅ࠸ࢆᐃࡵࡓࠕࢢ࣮ࣝࣉ㏻⟬ไᗘࢆ㐺⏝ࡍࡿሙྜࡢィฎ⌮ཬࡧ㛤♧㛵ࡍࡿྲྀᢅ࠸ࠖ
㸦ᐇົᑐᛂሗ࿌➨ྕ ᖺ㸶᭶᪥㸧ࢆ㐺⏝ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
մ㈚ᑐ↷⾲ࠊᦆ┈ィ⟬᭩ཬࡧᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩ࡢ㔠㢠ࡣࠊⓒᮍ‶ࡢ➃ᩘࢆษࡾᤞ࡚࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸰㸬ィୖࡢぢ✚ࡾ㛵ࡍࡿὀグ
 ィୖࡢぢ✚ࡾࡼࡾᙜᴗᖺᗘಀࡿィ⟬᭩㢮ࡑࡢ㢠ࢆィୖࡋࡓ㡯┠࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⩣ᴗᖺᗘಀࡿィ⟬᭩㢮
㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢࡣࠊḟࡢ࠾ࡾ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸯 ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘
ձᙜᴗᖺᗘࡢィ⟬᭩㢮ィୖࡋࡓ㔠㢠
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 ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘  ⓒ
 ⧞ᘏ⛯㔠㈇മڹⓒ
 ⣧㢠㸦㈇മ㸧 ڹⓒ
ղィୖࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ⌮ゎ㈨ࡍࡿሗ
 㐃⤖ὀグ⾲ࡢࠕ㸰㸬㔜せ࡞ィୖࡢぢ✚ࡾ㛵ࡍࡿὀグ 㸯 ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ࠖグ㍕ࡋࡓෆᐜྠ୍࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸰 ಟ⧋ᘬᙜ㔠
ձᙜᴗᖺᗘࡢィ⟬᭩㢮ィୖࡋࡓ㔠㢠
 ⓒ
ղィୖࡢぢ✚ࡾࡢෆᐜ㛵ࡍࡿ⌮ゎ㈨ࡍࡿሗ
 㐃⤖ὀグ⾲ࡢࠕ㸰㸬㔜せ࡞ィୖࡢぢ✚ࡾ㛵ࡍࡿὀグ 㸰 ಟ⧋ᘬᙜ㔠ࠖグ㍕ࡋࡓෆᐜྠ୍࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸱㸬ィ᪉㔪ࡢኚ᭦
┈ㄆ㆑㛵ࡍࡿィᇶ‽➼ࡢ㐺⏝ 
 ࠕ┈ㄆ㆑㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽➨ྕ ᖺ㸱᭶᪥ࠋ௨ୗࠕ┈ㄆ㆑ィᇶ‽ࠖ࠸࠺ࠋ㸧➼
ࢆᙜᴗᖺᗘࡢᮇ㤳ࡽ㐺⏝ࡋࠊ⣙᮰ࡋࡓ㈈ཪࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢᨭ㓄ࡀ㢳ᐈ⛣㌿ࡋࡓⅬ࡛ࠊᙜヱ㈈ཪࡣࢧ࣮ࣅࢫ
ཷࡅྲྀࡿぢ㎸ࡲࢀࡿ㔠㢠࡛┈ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡼࡾࠊ᭷ൾᨭ⤥ྲྀᘬࡘ࠸࡚ࠊᚑ᮶ࡣ
᭷ൾᨭ⤥ࡋࡓᨭ⤥ရࡘ࠸࡚ᾘ⁛ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᨭ⤥ရࢆ㈙࠸ᡠࡍ⩏ົࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊᙜヱᨭ⤥ရࡢ
ᾘ⁛ࢆㄆ㆑ࡋ࡞࠸᪉ἲኚ᭦ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㍺ฟ㈍࠾࠸࡚ᚑ᮶ࡣ⯪✚Ⅼ࡛┈ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋ
ࡓࡀࠊࣥࢥࢱ࣮࣒ࢬ➼࡛ᐃࡵࡽࢀࡓ㈠᫆᮲௳ᇶ࡙ࡁࣜࢫࢡ㈇ᢸࡀ㢳ᐈ⛣㌿ࡋࡓ┈ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇࡋ࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋࡉࡽࠊ୍㒊ࡢྲྀᘬࡘ࠸࡚ࠊᚑ᮶ࡣࠊ㢳ᐈࡽཷࡅྲྀࡿᑐ౯ࡢ⥲㢠ࢆ┈ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊ
㢳ᐈࡢ㈈ཪࡣࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࠾ࡅࡿᙜ♫ࡢᙺࡀ௦⌮ேヱᙜࡍࡿྲྀᘬࡘ࠸࡚ࡣࠊࡢᙜ⪅ࡀᥦ౪ࡍࡿၟရ
ཷࡅྲྀࡿ㢠ࡽᙜヱࡢᙜ⪅ᨭᡶ࠺㢠ࢆ᥍㝖ࡋࡓ⣧㢠࡛┈ࢆㄆ㆑ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ┈ㄆ㆑ィᇶ‽➼ࡢ㐺⏝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┈ㄆ㆑ィᇶ‽➨㡯ࡓࡔࡋ᭩ࡁᐃࡵࡿ⤒㐣ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ᚑࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᙜᴗᖺᗘࡢᮇ㤳ࡼࡾ๓᪂ࡓ࡞ィ᪉㔪ࢆ㐳ཬ㐺⏝ࡋࡓሙྜࡢ⣼✚ⓗᙳ㡪㢠ࢆࠊᙜᴗᖺᗘࡢᮇ㤳ࡢ⧞㉺┈వ
㔠ຍῶࡋࠊᙜヱᮇ㤳ṧ㧗ࡽ᪂ࡓ࡞ィ᪉㔪ࢆ㐺⏝ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ࡇࡢ⤖ᯝࠊ┈ㄆ㆑ィᇶ‽➼ࡢ㐺⏝ࢆ⾜࠺๓ẚ࡚ࠊᙜᴗᖺᗘࡢ㈚ᑐ↷⾲࠾࠸࡚ࠊရࡣⓒ
ቑຍࡋࠊὶື㈇മࡢࡑࡢࡣⓒቑຍࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᙜᴗᖺᗘࡢᦆ┈ィ⟬᭩࠾࠸࡚ࠊୖ㧗ࡣⓒῶ
ᑡࡋࠊୖཎ౯ࡣⓒῶᑡࡋࠊႠᴗ┈ࠊ⤒ᖖ┈ཬࡧ⛯ᘬ๓ᙜᮇ⣧┈ࡣࡑࢀࡒࢀⓒῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡍࠋ
ᙜᴗᖺᗘࡢᮇ㤳ࡢ⣧㈨⏘⣼✚ⓗᙳ㡪㢠ࡀᫎࡉࢀࡓࡇࡼࡾࠊᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩ࡢ⧞㉺┈వ㔠ࡢᮇ
㤳ṧ㧗ࡣⓒቑຍࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

౯ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿィᇶ‽➼ࡢ㐺⏝ 
 ࠕ౯ࡢ⟬ᐃ㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽➨ྕ ᖺ㸵᭶㸲᪥ࠋ௨ୗࠕ౯⟬ᐃィᇶ‽ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
➼ࢆᙜᴗᖺᗘࡢᮇ㤳ࡽ㐺⏝ࡋࠊ౯⟬ᐃィᇶ‽➨㡯ཬࡧࠕ㔠⼥ၟရ㛵ࡍࡿィᇶ‽ࠖ㸦ᴗィᇶ‽➨
ྕ ᖺ㸵᭶㸲᪥㸧➨㸰㡯ᐃࡵࡿ⤒㐣ⓗ࡞ྲྀᢅ࠸ᚑࡗ࡚ࠊ౯⟬ᐃィᇶ‽➼ࡀᐃࡵࡿ᪂ࡓ࡞ィ᪉㔪ࢆࠊ
ᑗ᮶ࢃࡓࡗ࡚㐺⏝ࡍࡿࡇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᙜᴗᖺᗘࡢ㈈ົㅖ⾲࠼ࡿᙳ㡪ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

㸲㸬┈ㄆ㆑㛵ࡍࡿὀグ
 㢳ᐈࡢዎ⣙ࡽ⏕ࡌࡿ┈ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᇶ♏࡞ࡿሗࡣࠊಶูὀグ⾲ࡢࠕ㸯㸬㔜せ࡞ィ᪉㔪ಀࡿ㡯
㛵ࡍࡿὀグ 㸲  ┈ཬࡧ㈝⏝ࡢィୖᇶ‽ࠖྠ୍ࡢෆᐜࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊὀグࢆ┬␎ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸳㸬⾲♧᪉ἲࡢኚ᭦
㈚ᑐ↷⾲㛵ಀ 
 ๓ᴗᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊࠕὶື㈨⏘ࠖࡢࠕࡑࡢࠖྵࡵ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠕ▷ᮇ㈚㔠ࠖ ๓ᴗᖺᗘⓒ ࡣࠊ
㔜せᛶࡀቑࡋࡓࡓࡵࠊᙜᴗᖺᗘࡼࡾ⊂❧ᥖグࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ᦆ┈ィ⟬᭩㛵ಀ 
 ๓ᴗᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ⊂❧ᥖグࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠕ≉ู┈ࠖࡢࠕᅛᐃ㈨⏘༷┈ࠖ㸦ᙜᴗᖺᗘⓒ㸧ࡣࠊ㔜
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せᛶࡀஈࡋ࠸ࡓࡵࠊᙜᴗᖺᗘࡼࡾࠕࡑࡢࠖྵࡵ࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
 ๓ᴗᖺᗘ࠾࠸࡚ࠊ⊂❧ᥖグࡋ࡚࠾ࡾࡲࡋࡓࠕ≉ูᦆኻࠖࡢࠕᴗᵓ㐀ᨵၿ㈝⏝ࠖ㸦ᙜᴗᖺᗘⓒ㸧ࡣࠊ
㔜せᛶࡀஈࡋ࠸ࡓࡵࠊᙜᴗᖺᗘࡼࡾࠕࡑࡢࠖྵࡵ࡚⾲♧ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸴㸬㏣ຍሗ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᙳ㡪㛵ࡍࡿィୖࡢぢ✚ࡾ 
 ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁࡢᙳ㡪ࡣ୍ᐃᮇ㛫⥅⥆ࡋᴗ⦼ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ⌧Ⅼ࠾࠸࡚ィ
ୖࡢぢ✚ࡾ㔜せ࡞ᙳ㡪ࢆ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ุ᩿ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ
ࡼࡿᙳ㡪ࡣ☜ᐃせ⣲ࡀከࡃࠊ⩣ᴗᖺᗘࡢᙜ♫ࡢ㈈ᨻ≧ែཬࡧ⤒Ⴀᡂ⦼ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ


㸵㸬㈚ᑐ↷⾲㛵ࡍࡿὀグ 
㸯  ㈨⏘ಀࡿῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠
᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷⣼ィ㢠

ⓒ

㸰  ᅽ⦰グᖒ㢠
 ᙜᮇྲྀᚓࡋࡓ᭷ᙧᅛᐃ㈨⏘ࡘ࠸࡚ࠊྲྀᚓ౯㢠ࡽ᥍㝖ࡋࡓᅽ⦰グᖒ㢠ࡣࠊࠕᘓ≀ࠖⓒࠊࠕᵓ
⠏≀ࠖⓒࠊࠕᶵᲔཬࡧ⨨ࠖⓒࠊࠕᕤලࠊჾලཬࡧഛရࠖⓒ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸱  അⓎമົ
ձಖドண⣙

ⓒ

ղᙜ♫ࡣࠊᙜᴗᖺᗘᮎ⌧ᅾ࠾࠸࡚ࠊᅜཬࡧᙜ♫ࢆྵࡴࢫ࣋ࢫࢺྲྀᢅ࠸ᴗᩘ༑♫ࢆ⿕࿌ࡋ࡚ᘓタᚑ⪅ࡑ
ࡢ㑇᪘ࡼࡾᦆᐖ㈺ൾࢆồࡵࡿッゴࡢᥦ㉳ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊᮐᖠࠊྎࠊࡉ࠸ࡓࡲࠊᮾிࠊᶓࠊ㜰ࠊி㒔ࠊ⚟ᒸࡢྛ
ᆅ᪉ุᡤࠊཬࡧᮐᖠࠊᮾிࡢྛ㧗➼ุᡤ࡚ィ௳ࡢッゴࡀಀᒓ୰࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
 ࡞࠾ࠊ⌧Ⅼ࡛ࡇࢀࡽࡢッゴࡢ᭱⤊ⓗ࡞⤖ᯝࢆண

ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸲  㛵ಀ♫ᑐࡍࡿ㔠㖹മᶒཬࡧ㔠㖹മົ
▷ᮇ㔠㖹മᶒ

ⓒ

▷ᮇ㔠㖹മົ

ⓒ

㛗ᮇ㔠㖹മົ

ⓒ


㸶㸬ᦆ┈ィ⟬᭩㛵ࡍࡿὀグ
㸯  㛵ಀ♫ࡢྲྀᘬ㧗
Ⴀᴗྲྀᘬࡼࡿྲྀᘬ㧗
ୖ㧗

ⓒ

ධ㧗

ⓒ

ࡑࡢ

ⓒ

Ⴀᴗྲྀᘬ௨እࡢྲྀᘬࡼࡿྲྀᘬ㧗

ⓒ

㸰  ཷྲྀಖ㝤㔠
௧ඖᖺᮾ᪥ᮏྎ㢼ࡼࡾཷࡅࡓ⿕ᐖᑐࡍࡿಖ㝤㔠ࡢཷྲྀ㢠࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸱  ⿵ຓ㔠ධཬࡧᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰ᦆ
ࠕ⿵ຓ㔠ධࠖࡣࠊὠἼ࣭ཎᏊຊ⅏ᐖ⿕⅏ᆅᇦ㞠⏝ฟᴗ❧ᆅ⿵ຓ㔠ࠊཬࡧࡩࡃࡋࡲ❧ᆅᴗᴗ⥅⥆ᑐ⟇
⿵ຓ㔠࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࠕᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰ᦆࠖࡣࠊୖグࡢ⿵ຓ㔠ධక࠸ྲྀᚓ౯㢠ࡽ┤᥋ῶ㢠ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸲  ཷྲྀ㈺ൾ㔠
ᖺ㸵᭶⚟ᓥ➨㸰ᕤሙ࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓⅆ⅏ᨾಀࡿ㈺ൾ㔠ࡢཷྲྀ㢠࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ

㸷㸬ᰴ㈨ᮏ➼ኚືィ⟬᭩㛵ࡍࡿὀグ 
 ᙜᴗᖺᗘᮎ࠾ࡅࡿ⮬ᕫᰴᘧࡢ✀㢮ཬࡧ⥲ᩘ
ᬑ㏻ᰴᘧ

༓ᰴ
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㸬⛯ຠᯝィ㛵ࡍࡿὀグ
㸯  ⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ཬࡧ⧞ᘏ⛯㔠㈇മࡢⓎ⏕ࡢ࡞ཎᅉูࡢෆヂ
㸦⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘㸧



 ㏥⫋⤥ᘬᙜ㔠

ⓒ

 ᅛᐃ㈨⏘ῶᦆᦆኻ

ⓒ

 ᭷౯ドๆホ౯ᦆ

ⓒ

 ಟ⧋ᘬᙜ㔠

ⓒ

 Ჴ༺㈨⏘ホ౯ᦆ

ⓒ

 ㈹ᘬᙜ㔠

ⓒ

 ᮍᡶᴗ⛯

ⓒ

 ࡑࡢ

ⓒ

⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ᑠィ

ⓒ

 ⛯ົୖࡢ⧞㉺Ḟᦆ㔠ಀࡿホ౯ᛶᘬᙜ㢠

ⓒ

 ᑗ᮶ῶ⟬୍ᕪ␗➼ࡢྜィಀࡿホ౯ᛶᘬᙜ㢠

ڹⓒ

ホ౯ᛶᘬᙜ㢠ᑠィ

ڹⓒ

⧞ᘏ⛯㔠㈨⏘ྜィ

ⓒ

㸦⧞ᘏ⛯㔠㈇മ㸧



 ᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰✚❧㔠

ڹⓒ

 ࡑࡢ᭷౯ドๆホ౯ᕪ㢠㔠

ڹⓒ

 ᅛᐃ㈨⏘ᅽ⦰≉຺ูᐃ✚❧㔠

ڹⓒ

 ࡑࡢ

ڹⓒ

⧞ᘏ⛯㔠㈇മྜィ

ڹⓒ

⧞ᘏ⛯㔠㈇മ⣧㢠

ڹⓒ

㸰  ἲᐃᐇຠ⛯⋡⛯ຠᯝィ㐺⏝ᚋࡢἲே⛯➼ࡢ㈇ᢸ⋡ࡢᕪ␗ࡢཎᅉ࡞ࡗࡓ࡞㡯┠ูࡢෆヂ
ἲᐃᐇຠ⛯⋡

㸣

 㸦ㄪᩚ㸧



㝿㈝➼Ọஂᦆ㔠⟬ධࡉࢀ࡞࠸㡯┠

㸣

ཷྲྀ㓄ᙜ㔠➼Ọஂ┈㔠⟬ධࡉࢀ࡞࠸㡯┠

ڹ㸣

ఫẸ⛯ᆒ➼㢠

㸣

⛯㢠᥍㝖

ڹ㸣

ホ౯ᛶᘬᙜ㢠

ڹ㸣

ࡑࡢ

㸣

⛯ຠᯝィ㐺⏝ᚋࡢἲே⛯➼ࡢ㈇ᢸ⋡


 

㸣
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㸬㛵㐃ᙜ⪅ࡢྲྀᘬ㛵ࡍࡿὀグ
㆟Ỵᶒ➼ࡢ
㛵㐃ᙜ⪅
✀㢮
♫➼ࡢྡ⛠
ᡤ᭷ྜ
ࡢ㛵ಀ
㸣 
ᐩኈࣇࣂ࣮
ࢢࣛࢫओ

᪥ᮾࢢࣛࢫࣇ
ࣂ࣮ᕤᴗओ

ྲྀᘬࡢෆᐜ

ྲྀᘬ㔠㢠
ⓒ 

ᙜᮇᮎṧ㧗
ⓒ 

⛉┠

〇ရࡢ㉎ධ

ධ㧗



㈙㔠



㈨㔠ࡢ㈚

㹁㹋㹑



㈚㔠



ཎᩱ࣭〇ရࡢ
㉎ධ

ධ㧗



㈙㔠



㟁ຊࡢ㈍

㟁ຊ㈍
┈

ᮍධ㔠



㈨㔠ࡢ㈚

㹁㹋㹑



㡸ࡾ㔠



㈨㔠ࡢ㈚

㈨㔠ࡢ㈚



㈚㔠



〇ရࡢ㈍

ୖ㧗



㔠



㈨㔠ࡢ㈚

㹁㹋㹑



㡸ࡾ㔠







Ꮚ♫
1,772%2$6,$
*ODVV)LEHU
&R/WG



ओὒ





ὀ ྲྀᘬ᮲௳ཬࡧྲྀᘬ᮲௳ࡢỴᐃ᪉㔪➼
  〇ရࡢ㈍ࠊཎᩱ࣭〇ရࡢ㉎ධཬࡧ㟁ຊࡢ㈍ࡘ࠸࡚ࡣࠊᕷሙ౯᱁ࢆ຺ࡋ౯᱁΅ࡢୖỴᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ୖグ⾲࠾ࡅࡿ㔠㢠ࡢ࠺ࡕࠊᙜᮇᮎṧ㧗ࡘ࠸࡚ࡣᾘ㈝⛯➼ࢆྵࡵ࡚࠾ࡾࠊྲྀᘬ㔠㢠ࡘ࠸࡚ࡣᾘ㈝⛯➼ࢆྵ
ࡵ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ
  ㈨㔠ࡢ㈚ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㹁㹋㹑㸦࢟ࣕࢵࢩ࣐ࣗࢿࢪ࣓ࣥࢺࢧ࣮ࣅࢫ㸧ಀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᜥࡣᕷሙ㔠ࢆ຺
ࡋ࡚ྜ⌮ⓗỴᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊྲྀᘬ㔠㢠ࡣࠊᮇ୰ࡢᖹᆒṧ㧗ࢆグ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
  ㈨㔠ࡢ㈚ࡘ࠸࡚ࡣࠊᜥࡣᕷሙ㔠ࢆ຺ࡋ࡚ྜ⌮ⓗỴᐃࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊྲྀᘬ㔠㢠ࡣࠊᮇ୰ࡢᖹ
ᆒṧ㧗ࢆグ㍕ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

㸬㸯ᰴᙜࡓࡾሗ㛵ࡍࡿὀグ
㸯ᰴᙜࡓࡾ⣧㈨⏘㢠

㖹

㸯ᰴᙜࡓࡾᙜᮇ⣧┈

㖹


㸬㔜せ࡞ᚋⓎ㇟㛵ࡍࡿὀグ
㐃⤖ὀグ⾲ࡢࠕ㸬㔜せ࡞ᚋⓎ㇟㛵ࡍࡿὀグࠖྠ୍ࡢෆᐜࢆグ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊὀグࢆ┬␎ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
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