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5 その他
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※本誌は労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第21条(業務及び財
産の状況に関する説明書類の縦覧等)の規定及び金融機能の再生のための緊急
措置に関する法律第7条(資産の査定の公表)の規定に基づいて作成したディス
クロージャー誌です。

※本誌に記載した計数等は原則として表示単位未満の端数を切り捨てていま
す。
また、諸比率・諸利回りは原則として小数点第3位を切り捨てて第2位までを
表示しています。このため、内訳の合計と合計欄・小計欄などが一致しない
ことがあります。

※期中増減額(比率)、諸利回り、諸比率の算出にあたっては原則として各表に
表示した端数処理後の計数を使用しています。
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