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ْਊभভ১प੦तऎଁ३५ॸभଡണपঢ়घॊ੦ম্ଉధलपजभઈ৷૾ய
भਏٓ


؝ڭਊभভ১प੦तऎଁ३५ॸभଡണपঢ়घॊ੦ম্ଉ

 ਊमؚਜभిਫ॑ન৳घॊञीपਏऩ৬पঢ়खؚਛ  ফ  া  ৫ಈभഁ
૽ভभৠ৮प੦तऌखञؚਛ  ফ  া  ؚਛ  ফ  া  ؚਛ  ফ 
া  ؚਛ  ফ  া  लਛ  ফڰা  प৫ಈखञഁ૽ভभৠ৮प੦तऌؚ
जभઍ॑୯ਸ؞ಌखथउॉؚਠؚઃभधउॉदँॉऽघ؛

 ভ১ਸ਼  ਸ਼  ඨਸ਼  ಀؚధलपভ১ষૠಋਸ਼  भਸ਼  ඨलਸ਼  ඨपૠ
औोञَഁ૽भਜभষऋ১ഥ؞ၪपి়घॊऒध॑ન৳घॊञीभ৬जभઙૄভ
भਜధलपਊჾઙૄভलजभভऊैਛॊ੫ૐ੮भਜभిਫ॑ન৳घॊञी
पਏऩ৬ُقଁ३५ॸभଡണपঢ়घॊ੦ম্ଉكभତपঢ়खؚ੶भधउॉध
घॊ؛
 ऩउؚ০धुଁ३५ॸभ؞पीॊुभधखؚजभଡണपঢ়घॊ੦ম্
ଉ॑ৄઉघৃ়पमؚഁ૽ভभৠ৮॑੭घॊ؛

੶

كق੫ૐ੮قਊॢঝشউكभഁ૽؞ઞ৷যقజ৩كभਜभষऋ১ഥ؞ၪप
ి়घॊऒध॑ન৳घॊञीभ৬

    َৗਗ਼ਃॢঝشউ੫ষ೦ฆَُؚৗਗ਼ਃॢঝشউ੫ষଉَُؚ॥থউছॖ॔
থ५ૠஙُ॑ीَؚૠஙُप੦तऌਝ઼खथःॊ॥থউছॖ॔থ५৩ভमؚਊॢ
ঝشউदभ১ഥृ੫৶भᏍஹ॑ජೲघॊञीभੁ॑ਤघॊ؛৬पमؚ৩
ভभੁघॊ্ଉभुधؚ੶भ೦ฆ؞ଉ؞ૠஙृ১ഥᏍஹঐॽগ॔ঝಉभৄઉखؚ
ଢ଼ఊভभৰऩन॑ষअ؛
ऽञؚਊॢঝشউभৃपَग़জ॔؞॥থউছॖ॔থ५؞ঐॿش४কُش
كۂڸڶق
॑ਝ઼खॢؚঝشউ৸৬पउःथ॥থউছॖ॔থ५॑ಽऌीऊऎऎ්؞ජೲऔच
ॊधુपؚ੶भ೦ฆ؞ଉऩनभॢঝشউভषभి৷॑ජೲखञअइؚ১ഥ؞੫
ষଉಉभᏍஹ૾யؚ੫৶भਤ૾யؚलਐभ১ഥ؞੫৶ୀખभઑଝँॊ
ষನऩनपબॊੲਾभઽૐपीؚजभੲਾ॑ऩऎૐ৺खؚਏऩৌੁ॑சृऊप
गॊ৬धघॊ؛
ಡचथؚਊॢঝشউभৢਾ३५ॸधखथَঊঝউছॖথॹ५ॡُ॑ਗभఉ૧
पेॊษઠীुஅीथઈखؚఞचैोञੲਾपणऌిؚજप৹ਪखञअइਏऩৌੁ
॑சृऊपगॊ৬धघॊ؛
 औैपؚभृॢঝشউভपउःथमؚবਗभૠ১ഥಉ॑౷ऽइؚ১ഥ
ृ੫৶भୀખऋକऒैऩःेअిਫऩৌੁ॑गॊऒधधघॊ؛
ਸइथؚ॥থউছॖ॔থ५৩ভؚ১ਜ૿ਊؚ૰ਪलۂڸڶमؚ૰ਪ૽
ध৴भअइؚजभঔॽॱজথॢ॑ষःؚਖਡऋँोयชਫघॊ؛
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   ഁ૽भਜभষपબॊੲਾभ৳ோ؞ଵ৶पঢ়घॊ৬

   ഁ૽ভ৮হஈ॑ीৠଇછऩनभધછ؞ੲਾपঢ়खथमؚ
َધછଵ৶ૠஙُलَ੫
ੲਾଵ৶ૠஙُप੦तऌؚਚभ৳ோফ؞ଵ৶্১॑ुढथؚનৰి؞જप৳ோ؞ଵ৶घ
ॊ؛ऽञؚഁ૽ल૰ਪ૽ऋؚଞৎؚऒोैभધછ؞ੲਾ॑ၡ༮दऌॊ৬धघॊ؛

  ভभഁ૽ಉभਜभষपબॊহඨभਊषभਾઔपঢ়घॊ৬

ভ੍॑؞ରघॊਊഁ૽قਚଵ૽৩॑كीؚजभഁ૽मிભ॑ुढथ
ৌভડऊैਏऩਾઔ॑ਭऐؚਊभഁ૽ভ؞ଞਜভಉदਏহඨभહ৮؞ਾઔ
॑ষअ৬धघॊ؛
जभહ৮؞ਾઔभৌহඨपणःथमؚ
َ৴ভଵ৶ૠஙُृَ৴ভभਏহ
ඨଟ৮ਏಋُपीथઈ৷घॊुभधघॊ؛
ऽञؚਊഁ૽मؚपॢঝشউভधभ༦ভ॑৫ಈखؚਜষभயऩन
भਾઔ॑ਭऐॊ৬धघॊ؛

  ੫ૐ੮قਊॢঝشউكभଷभ૫भଵ৶पঢ়घॊૠஙजभभ৬

ਊॢঝشউदमॢؚঝشউभଷभਉधऩॉ੭ॊজ५ॡभଵ৶॑ජೲखؚଷभে
॑ேपଆૃघॊৌੁ॑ਤघॊधુपؚਐଷपᇽऋॊಸহଙऋেखञपဌச؞
ిજपৌૢघसऎؚ
َজ५ॡଵ৶पঢ়घॊૠஙُप੦तऌؚઃभ৬॑ଡണखઈ৷खथउॉؚ
ਏपૢगਘ৲؞ఁౄघॊ؛

 ⋇অ४ॿ५জ५ॡ॑அिਊॢঝشউ৸৬भজ५ॡभଵ৶लৌੁ॑ਤघसऎؚজ५ॡଵ
৶৩ভقজ५ॡଵ৶্ଉृৌੁभ੦ম্ଉऩन॑ৠ॑كਝ઼खؚजभৣदঅ४ॿ५জ
५ॡपঢ়બघॊਏহඨपणःथमଞਜভपउःथৌੁಉ॑ଟ৮ؚजोਰਗभজ५ॡपण
ःथमَজ५ॡଵ৶ৰਜ৩ভُदશप৬ऩৌૢ॑ষअ؛ऽञَؚজ५ॡଵ৶ৰਜ
৩ভُमؚজ५ॡଵ৶৩ভभ্ଉभुधؚਊॢঝشউ৸৬भজ५ॡभତ৶ؚৌੁभ
ੁَؚজ५ॡ؞ಸহଙओधभৌૢঐॽগ॔ঝُभତَؚಸৌੁমُभয়ठऑؚ
হಲਢੑكۅڸڷقभੁऩन॑ষअधુपॢؚঝشউ৩षभઇ؞ธಫऩन॑
ਤखؚ૰ਪधુपؚ૰ਪ૽ध৴खञअइॢؚঝشউदभজ५ॡଵ৶૾யऩन॑
ঔॽॱজথॢखؚਖਡऋँोयชਫघॊ؛

⋈শलॢঝشউভশमَؚজ५ॡଵ৶ிભُधखथॢ؞ঝشউ
ভदभজ५ॡଵ৶लৌੁ॑ਤघॊ؛ऽञؚਊॢঝشউऋ್इॊজ५ॡ॑ॢঝش
উ૯पଵ৶घॊधखथজ५ॡपَজ५ॡશଵُ॑ीॢؚঝشউ૯
ऩজ५ॡଵ৶लৌੁ॑ਤघॊ؛
 
  ੫ૐ੮قਊॢঝشউكभഁ૽ಉभਜभষऋ૨पষॎोॊऒध॑ન৳घॊ
ञीभ৬जभ੫ૐ੮पउऐॊਜभిਫ॑ન৳घॊञीभ৬

   ਊధलपਏऩবভपउःथमؚഁ૽ऋ৽্ଉ৽؞ਅറपঢ়घॊਏহඨ
भੁपିৡदऌॊेअؚਜষ॑ষअষ૽৩઼॑ऎَষ૽৩২఼ُ॑৷घॊ؛
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ऽञؚഁ૽ؚষ૽৩ऩनभਜষऋ૨ऊणిਫपষॎोॊेअؚഁ૽भਜী
૿ؚষ૽৩भਜষ೧ؚਜਥૠஙؚৠଇਥૠஙऩन॑ତखిؚજपઈ৷घॊ؛
َষ૽৩২఼ُ॑৷खऩःॢঝشউভदुഁ૽ऋਜਥૠங؞ৠଇਥૠஙऩन
॑ତखथిજपઈ৷घॊधુपؚਊऋॢঝشউভभૠஙઍಉ॑નੳघॊ৬ध
घॊ ؛
   ऽञॢؚঝشউपउःथमؚजभഁ૽ऋഁ૽ভಉ॑ి৫ಈखਏऩ৽হඨ
पणऌેীଟ৮खथਜষ॑ষः্ؚؚਊमଟ৮ઍಉ॑નੳदऌॊ৬धघॊ؛
ਊपउःथमਏऩ৽হඨपঢ়खؚଞਜഁ૽ਰलଞਜষ૽৩ਰदଡਛऔो
ॊଞਜভदহपેীଟ৮खञअइؚাڭ৫ಈघॊഁ૽ভप໔ॊधુपॢؚঝشউ
ভपঢ়घॊਏহඨपणःथुહ৮؞ਾઔघॊ؛
 औैपؚਜ৸ಹपउःथؚੲਾ७य़গজॸॕએभಽभੁਘ৲॑ॉऩऋैۉھ৲
॑ਤखؚਜষभ૨৲॑ਤीॊ؛
  
 ਊ૰ਪ૽भਜ॑ଓஃघसऌઞ৷যقజ৩كपঢ়घॊ৬ؚਊჾઞ৷যभഁ૽ऊै
भஆয়ਙल૰ਪ૽भਊჾઞ৷যपৌघॊંभৰਙभન৳पঢ়घॊহඨ

   ૰ਪ૽भਜ॑ଓஃघसऌઞ৷য॑௧ભद઼ऌؚਊჾઞ৷যभભ୵ؚযহ౮ؚযহ௬
ल૪ীपखथमহप૰ਪ૽ভभਔৄ॑ीؚजभਔৄ॑ਈপप๑घॊ؛ऽञؚ
जभઞ৷যपेॊ૰ਪ૽ଓஃਜभຄষपणःथम૰ਪ૽भाऋม୵ഥਥ॑થखؚഁ૽
भม୵ഥमਭऐऩःुभधखथஆয়ਙ॑මखؚ૰ਪ૽भਊჾઞ৷যपৌघॊંभৰ
ਙ॑ન৳घॊ؛

 ഁ૽؞ઞ৷যقజ৩ؚكভभഁ૽؞૰ਪ૽؞ઞ৷যಉྼमऒोैभऊैਾઔ
॑ ਭऐञऋਊ૰ਪ૽पਾઔघॊञीभ৬जभਊ૰ਪ૽षभਾઔपঢ়घॊ৬

 ૰ਪ૽मഁ૽ভؚଞਜভؚ॥থউছॖ॔থ५৩ভؚজ५ॡଵ৶৩ভؚজ५ॡଵ৶
ৰਜ৩ভऩनभਏऩভ৮पলఆखथਾઔઍ॑નੳखؚঢ়৴ৱમ॑ྖৎၡ༮दऌॊ৬
धघॊ؛
ऽञؚ૰ਪ૽؞૰ਪ૽ভम৻ؚഁ૽শधपਔৄઐఌृ༦ভ॑ষःؚভभ
ৌ૪घसऌୖृরশऩ৽্ଉऩन॑નੳघॊऺऊؚഁ૽धु༦ভ॑ষःؚ
जभਜষ૾ய॑નੳघॊ؛
ਊॢঝشউपउऐॊभ১ഥୀખষನऩनभਊभਜ؞ౚप୶॑ଖइॊਏऩ
হඨपणःथमؚਊभഁ૽؞ઞ৷যऋిऩऎ૰ਪ૽पਾઔघॊऒध॑ଝਜतऐॊ
धુपؚভपକघॊৃ়मؚजभਚଵ૽৩؞ਚଵশृਊჾভभഁ૽؞ઞ৷
যऋਊ૰ਪ૽पਾઔघॊुभधखؚਊॢঝشউভपমਾઔ৬॑ఢੴ؞ජೲघॊ؛
ऽञؚ૰ਪ૽म؞ভषभ૰ਪ॑ిৰखரੲਾઽૐ॑ষअऺऊؚভभ
૰ਪ૽धपভ৮॑ষःੲਾभુથ৲॑ॊऒधपीॊ ؛
औैपؚ૰ਪमਜ૰ਪટृଃਜਾઔपબॊଁ३५ॸभઈ৷૾யऩन
ؚ॑ऽञؚ১ਜ૿ਊम॥থউছॖ॔থ५॑அिভ১भଁ३५ॸभઈ৷૾ய
ृَঊঝউছॖথॹ५ॡُभઈ৷૾யऩनؚ॑जोझोভपঢ়घॊઍुஅीਊ૰ਪ
૽पাਾઔघॊ؛
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  ੶  भਾઔ॑खञऋਊჾਾઔ॑खञऒध॑৶धखथਂਹऩॉඞः॑ਭऐऩः
ऒध॑ન৳घॊञीभ৬

੶    ؞भَঊঝউছॖথॹ५ॡُपणऌৢਾৼ؞ऋਂਹऩॉඞः॑ਭऐऩः
ऒधَ॑॥থউছॖ॔থ५ૠஙُपૠखిؚજपઈ৷घॊधુपؚഁ૽ृ૰ਪ૽षभ
ਾઔ॑৶धखथਂਹऩॉඞः॑ਭऐऩः຺ुَૠஙُपૠखؚਾઔऋਂਹपॉ
ඞॎोऩःऒध॑ન৳घॊ؛

 ਊ૰ਪ૽भਜपणःथেगॊા৷भ૪৶্ଉपঢ়घॊহඨजभ૰ਪ૽भ૰ਪऋ
ৰपষॎोॊऒध॑ન৳घॊञीभ৬

૰ਪ૽भਜষपਏऩા৷पणऌओधपी॑ਝऐॊधુपؚ૰ਪ૽ऊै
ভ১प੦तऎા৷भ௸ः؞൬ಉ॑டऔोञमؚਊमਜষपਏऩ೧द
சृऊप੍௸ःಉ॑ষअ؛ऽञؚ૰ਪ૽ऋਏपૢगਗभ௧ੇपৼ؞નੳघॊৃ়मؚ
जभા৷॑ਜষपਏऩ೧दਊऋ૿घॊ                ؛

؝ڮ੶ڭभઈ৷૾யभਏ

 ਸ਼  पउऐॊ੶  भ੦ম্ଉभઈ৷૾யभਏपणःथमؚઃᅚਰఋप੶ൗभ
धउॉदँॉऽघ؛

ऩउؚजभઈ৷૾யभਏपয়ठؚਸ਼   قফ২كभਸ਼  ৠपउःथؚ
ਊभଶଲਚपउऐॊੲਾ३५ॸभपਂऋँढञऒधपेॊञऩৱਓभૌপ
ੑऋਖ਼खؚૌுभৠदभෙ⎭॑ਛ  ফ  া  હऐदၖਫघॊহଙधऩढञऒध
पणःथؚउፀलःञखऽघधુपؚઃभधउॉชਫधગଆૃੁ॑ਤीथःॊऒध॑ਾઔ
ःञखऽघ؛

৻؞ഁ૽শ॑৩শधघॊَ৹ਪ৩ভُ
ق৩मਗ૽৩ಉ  ॑كਝ઼ख
ਉಉभ৹ਪ॑ਤीؚजभ৹ਪਾઔછद৩ভेॉગଆૃੁधखथ  ੁ⋇قৌ
भੲਾ३५ॸभชਫधಲਢઈ৷भชశગਫ਼ୈ⋈ؚৰྕभৰधॳख़ॵॡ
৬भનয়⋉ؚৱਓଵ৶भਘ৲⋊ؚ৩ઇभජೲ⋋ؚଶଲਚभ॥شএঞॺش५ॱ
ॵইभੌ௶ਘ৲⋌ؚ॥شএঞॺش५ॱॵইधহधभ৴ਘ৲⋍ؚય
भੌ௶়ਤध৩भਔكभ॑ਭऐञ؛

؞जभपజःؚગଆૃपऐथ৻ഁ૽শ॑ிભधखੁ॑ৰघसऌ
  শदଡਛघॊَ॥شএঞॺشफ़ংॼথ५ગଡണউট४ख़ॡॺُ॑য়ठऑؚ੶भ
ڳੁओधभীఐভपेॉؚੌ্ଉؚ৬ੁઍؚ५ॣ४গشঝऩन॑ीञअइؚ
ম੯पঢ়घॊชਫधગଆૃभੁपॉੌ॒दःॊ؛

  ؞जभੁभਤ⎃૾யपणःथਊभഁ૽ভदपਾઔखथःॊ؛ऽञؚਊभ
   ଁ௬दँॊਜ૰ਪमؚਛڴڮফگাڭگৎਡपउःथৌभੲਾ
३५ॸभชਫവؚৰྕभৰधॳख़ॵॡभ৬નয়ؚਏऩੌ௶ਫृ
ૠಋਫभৰऩन॑નੳखؚਊभଞਜভपਾઔखथःॊ؛
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੶ڭभ੦ম্ଉभ  ফ২पउऐॊઈ৷૾யभਏ!

كقਊॢঝشউभഁ૽؞జ৩भਜभষऋ১ഥ؞ၪपి়घॊऒध॑ન৳घॊ
ञीभ৬

 ⋇৻ഁ૽শ॑৩শधघॊَ॥থউছॖ॔থ५৩ভُ॑  ৫ಈखؚ৩ভभৠ
৮प੦तऌؚர॥থউছॖ॔থ५ੁ॑ৰखञ؛
 ⋈৸বभহਚ੍੍ؚؚؚভಉषَবॢঝشউ৩ऐ॥থউছॖ॔থ५ଢ଼ఊভُ
॑৫ಈखञ؛
 ⋉ఉ૧॑పधखथؚਊभ૽৩؞ষ૽৩षَ૽৩॥থউছॖ॔থ५ଢ଼ఊভُ॑ৰ
खञ؛
 ⋊ਁુঢ়બभ৩ಉषَ॥থউছॖ॔থ५༦ভُ॑৫ಈखञ؛
 ⋋ৢਾ২भَঊঝউছॖথॹ५ॡُقभಹছॖথ؞ਙ૿ਊছॖথधਗఉ૧
ছॖথكपੑ  ੯भৼँॉৌૢखञ؛ৗञप  ম৯भছॖথधखथਊभਗ૽৩
षभৢਾছॖথ॑ਝ઼खञ؛
 ⋌বग़জ॔؞॥থউছॖ॔থ५؞ঐॿش४কقش$&0ك৬पਸइؚਲਗভपु $&0
৬॑ଡണख૿ؚਊग़জ॔दभ॥থউছॖ॔থ५૾யपणऌનੳ قطফكखؚ৴൪औ
ोञਖਡ॑ชਫघसऎؚਊჾ $&0 ध১ਜऋ৴खथৌૢखथःॊ؛
 ⋍َভૠ৽؞৶ُल  ১قஆಚరૃ১ৣ؞ட১؞๔ઽ༱ঢ়৴؞૦ਝ১؞ௌ௮
ঢ়৴؞ௌ௮৸ୋে১؞୭ঢ়৴كपणऌؚਡपᏍ১ਤ॑রੱप॥থউছ
ॖ॔থ५ੁ॑ਤीथःॊ؛
 ⋎ཟણधखथਾष॥থউছॖ॔থ५ঢ়৴੶হ॑ൕൗखؚऽञؚাॖথॺছॿॵॺ
प॥থউছॖ॔থ५؞ওॵ७ش४॑ൕൗख৸पৢੴखञ؛

كقഁ૽भਜभষपબॊੲਾभ৳ோ؞ଵ৶पঢ়घॊ৬

 ⋇َੲਾ७य़গজॸॕଵ৶ૠஙُ؞
َੲਾ७य़গজॸॕଵ৶ਏಋُ॑खਗ਼ੲਾभ
७य़গজॸॕਘ৲॑ढञ؛
 ⋈੫ਃഡଵ৶॑ਘ৲घसऎؚ
َਃഡੲਾଵ৶৩ভُ॑ৗञपਝ઼खञअइؚ
َ੫ੲਾଵ
৶ૠஙُभਫ਼ୈؚਏঀक़ঁक़ૼقಉكभ৭ؚഡ৳࿐৺છभఁౄऩन॑ਤ
खथःॊ؛

كقভभഁ૽ಉभਜभষपબॊহඨभਊषभਾઔपঢ়घॊ৬

  ভ॑घॊਊഁ૽قਚଵ૽৩॑كीؚजभഁ૽मிભ॑ुढथৌভ
ડऊैਾઔ॑ਭऐؚਊभഁ૽ভ؞ଞਜভಉदਏহඨभહ৮؞ਾઔ॑ষअ৬఼॑ढ
थउॉَؚ৴ভଵ৶ૠஙُृَ৴ভभਏহඨଟ৮ਏಋُप੦तऌਏহඨम
ਊभഁ૽ভ؞ଞਜভಉपહ৮؞ਾઔऔोथःॊ؛
 
كقਊॢঝشউभଷभ૫भଵ৶पঢ়घॊૠஙजभभ৬

 ⋇৻ഁ૽শ॑৩শधघॊَজ५ॡଵ৶৩ভُ॑  ؚजभৣੌ௶दँॊ
َজ५ॡଵ৶ৰਜ৩ভُ॑  ؚजोझो৫ಈखञ؛
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 ⋈হಲਢੑكۅڸڷقঐॽগ॔ঝ॑ৄઉखؚजभৄઉखટप੦तऌ಼૩ৎभష୧
षभহਚଡຠ੦॑ੁघॊऩनரੁ॑ৰखञ؛
 ⋉বॢঝشউভभజ৩॑ৌपَ౯৴൪ිُभॸ५ॺ॑  ৰखञ؛

كقਊॢঝشউभഁ૽ಉभਜभষऋ૨पষॎोॊऒध॑ન৳घॊञीभ৬
जभਊॢঝشউपउऐॊਜभిਫ॑ન৳घॊञीभ৬

 ⋇ਊधਏऩবভदमَষ૽৩২఼ُ॑৷खथःॊ؛
 ⋈َഁ૽ভ؞ଞਜভُपणःथमؚഁ૽ভ॑া  प৫ಈखؚਏऩ৽হඨ
पणःथা  भଞਜভदহपેীଟ৮खथःॊ؛
 ⋉৸ਲਗভभਏऩ  ૠಋقၪؚৠଇਥૠಋؚਜਥૠಋऩनكभমୁග॑
ਛखؚভभময৩षଦഘखञ؛০ؚਠभ১ഥਫपൣःఊਫऋਏऩ
ৃ়मਲਗভपఊਫ॑ৰऔचॊ؛

كقਊ૰ਪ૽भਜ॑ଓஃघसऌజ৩पঢ়घॊ৬ؚਊჾజ৩भഁ૽ऊैभஆয়ਙ
ल૰ਪ૽भਊჾజ৩पৌघॊંभৰਙभન৳पঢ়घॊহඨ

 ⋇૰ਪ૽भਜ॑ଓஃघॊజ৩धखथ૰ਪ૽শڭ॑௧ભदଦ઼खथःॊ؛
 ⋈૰ਪ૽শम૰ਪ૽भม୵ഥपेॊਜभा॑ຄষखؚഁ૽ऩनभষऊैमஆয়
खञ৬धखथःॊ؛
 ⋉૰ਪ૽শभযহ௬ಉपणःथमؚহप૰ਪ૽भਔৄ॑ीथؚजभਔৄ॑๑खञ
௬॑ৰखथःॊ؛

كقഁ૽؞జ৩ؚভभഁ૽؞૰ਪ૽؞జ৩ಉऽञमऒोैभऊैਾઔ॑ਭऐ
ञऋਊ૰ਪ૽पਾઔघॊञीभ৬जभਊ૰ਪ૽षभਾઔपঢ়घॊ৬

 ⋇૰ਪ૽मഁ૽ভृਏভ৮قଞਜভؚ॥থউছॖ॔থ५৩ভؚজ५ॡଵ৶৩ভ
ऩनكपলఆखथःॊऺऊؚঢ়৴ৱમ॑ిၡ༮खथःॊ؛
 ⋈૰ਪ૽؞૰ਪ૽ভमؚশधप༦ভಉ॑ষःؚভभৌ૪घसऌୖृরশ
ऩ৽্ଉऩन॑નੳघॊऺऊؚഁ૽धु༦ভ॑ষःؚजभਜষ૾ய॑
નੳखथःॊ؛
 ⋉ਊभਜ؞ౚप୶॑ଖइॊਏহඨपणःथमؚഁ૽؞జ৩मిऩऎ
૰ਪ૽पਾઔखथःॊ؛
 ⋊૰ਪ૽मऻऺؚ૰ਪੑनउॉप؞ভषभ༼ਪ॑ৰखथउॉؚजभ༼ਪप
ेॉ؞ভभୖ؞ਖਡभཔपीथःॊ؛ऽञؚভभ૰ਪ૽धम
पভ৮॑ষःੲਾभુથ৲॑ढथःॊ؛

كق੶  भਾઔ॑खञऋਊჾਾઔ॑खञऒध॑৶धखथਂਹऩॉඞः॑ਭऐऩःऒ
ध॑ન৳घॊञीभ৬

 ૠಋभَ॥থউছॖ॔থ५ૠஙُपؚ੶⋋  ڮभَঊঝউছॖথॹ५ॡُपणऌ
ৢਾৼ؞ऋਂਹऩॉඞः॑ਭऐऩः຺भૠभऺऊؚৗञपَਊृভभഁ
૽ृ૰ਪ૽षभਾઔ॑৶धखथਂਹऩॉඞः॑ਭऐऩः຺ُ॑ૠखؚॖথॺছॿॵ

7

ॺदৢੴखఢੴऔचञ؛

كقਊ૰ਪ૽भਜपणःथেगॊા৷भ૪৶্ଉपঢ়घॊহඨजभ૰ਪ૽भ૰ਪऋ
ৰपষॎोॊऒध॑ન৳घॊञीभ৬

૰ਪ૽भਏ৽ાमؚओधपी॑ਝऐञअइଵ৶॑ষढथःॊ؛जभ
૰ਪણಉपेॉেखञા৷म৸थভऋ૿खथःॊ؛
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連

結

注 記 表

27年 ４ 月 １ 日から
（平成
平成28年 ３ 月31日まで）
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（1）連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
26社
主要な連結子会社名
日新イオン機器株式会社
株式会社ＮＨＶコーポレーション
日本アイ・ティ・エフ株式会社
株式会社日新システムズ
日新電機タイ株式会社
日亜電機股份有限公司
日新電機（無錫）有限公司
北京宏達日新電機有限公司
日新（無錫）機電有限公司
日新電機ベトナム有限会社
日新意旺高科技（揚州）有限公司
日新馳威輻照技術（上海）有限公司
連結子会社であった日新恒通電気有限公司は、当連結会計年度において当社
が保有する出資持分の全てを譲渡したため連結子会社でなくなりました。
非連結子会社〔テクノパワー株式会社・日新ハートフルフレンド株式会社〕
については、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響
を及ぼしていないため連結の範囲から除外しております。
（2）持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社はありません。
持分法を適用していない関連会社（株式会社オーランドなど計３社）及び非連結
子会社の合計の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等は、いずれも少額であり連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持分
法を適用しておりません。
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（3）会計方針に関する事項
１）重要な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
ⅰ．満期保有目的の債券………償却原価法（定額法）
ⅱ．その他有価証券
・時価のあるもの…………決算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

たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
ⅰ．商品及び製品・仕掛品………………主として個別法
ⅱ．原材料及び貯蔵品……………………主として総平均法

２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は、定額法を採用しております。また、耐用年数及び
残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によってお
ります。なお、在外連結子会社は定額法を採用しております。
３）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
当社及び一部の連結子会社は、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
収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②

環境対策引当金
当社は、保管するＰＣＢ廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、当連結会計
年度末においてその金額を合理的に見積ることができる処理費用については、翌
連結会計年度以降に発生が見込まれる金額を引当計上しております。

４）その他連結計算書類の作成のための重要な事項
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。但し、振当処理の要件を満たす為替予約等
が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を採用しておりま
す。
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また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合、特例処
理を採用しております。
②

退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（主として14年）による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

③

完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当社及び国内連結子会社は、請負工事に係る収益の計上基準に関しては、当連
結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事について
は工事完成基準を適用しております。

④

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

⑤

連結納税制度を適用しております。

⑥

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（4）会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更
平成25年９月13日改正の「企業結合に関する会計基準」等の適用
① 会計方針の変更の内容及び理由（会計基準等の名称）
「企業結合に関する会計基準」
（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以
下「企業結合会計基準」という。
）
、
「連結財務諸表に関する会計基準」
（企業会計
基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分
離等に関する会計基準」
（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業
分離等会計基準」という。
）等を当連結会計年度より適用し、支配が継続してい
る場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上する
とともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変
更いたしました。
また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会
計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年
度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。
加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への
表示の変更を行っております。
② 遡及適用をしなかった理由等
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-２項(4)、連結
会計基準第44-５項(4)及び事業分離等会計基準第57-４項(4)に定める経過的な扱
いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しておりま
す。
③ 連結計算書類の主な項目に対する影響額
当連結会計年度において、連結計算書類の損益及び資本剰余金に与える影響額
は軽微であります。
（5）表示方法の変更
(連結貸借対照表)
前連結会計年度において流動資産の「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録
債権」
（前連結会計年度1,206百万円）は金額の重要性が増したため区分掲記しておりま
す。
前連結会計年度において固定資産の「その他」に含めていた「繰延税金資産」
（前連
結会計年度466百万円）は金額の重要性が増したため区分掲記しております。
前連結会計年度において流動負債の「その他」に含めていた「前受金」
（前連結会計
年度4,809百万円）は金額の重要性が増したため区分掲記しております。

12

（6）誤謬の訂正に関する注記
当連結会計年度において、たな卸資産が過大計上されていることが判明したため、誤
謬の訂正を行いました。また、過年度において重要性の観点から修正を行わなかった事
項も修正を行っております。
その結果、期首の利益剰余金を872百万円、為替換算調整勘定を13百万円それぞれ減
額しております。
（7）追加情報
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」
が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及
び繰延税金負債の計算（但し、平成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用し
た法定実効税率は、前連結会計年度の32.2%から、回収又は支払が見込まれる期間が平
成28年４月１日から平成30年３月31日までのものは30.8%、平成30年４月１日以降の
ものは30.5%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が276百万円減
少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が207百万円、その他有価証券評価
差額金額が43百万円、退職給付に係る調整累計額が112百万円それぞれ増加しておりま
す。
２．連結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

51,080百万円

（2）受取手形裏書譲渡高

56百万円

３．連結損益計算書に関する注記
事業構造改善費用
関係会社の事業環境の急激な悪化に対応し、事業構造の抜本的な見直しに伴う損失を
計上しております。内容はたな卸資産評価減565百万円、減損損失62百万円、退職者に
対する経済補償金39百万円であります。
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４. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）当連結会計年度末における発行済株式数
普通株式

107,832,445株

（2）配当に関する事項
① 配当金の支払額
平成27年６月23日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しており
ます。
・普通株式の配当に関する事項
配当金の総額
748百万円
１株当たりの配当額
７円00銭
基準日
平成27年３月31日
効力発生日
平成27年６月24日
平成27年11月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
配当金の総額
748百万円
１株当たりの配当額
７円00銭
基準日
平成27年９月30日
効力発生日
平成27年12月７日
②

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計
年度となるもの
平成28年６月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定し
ております。
・普通株式の配当に関する事項
配当金の総額
配当の原資
１株当たりの配当額
基準日
効力発生日
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1,175百万円
利益剰余金
11円00銭
平成28年３月31日
平成28年６月23日

５．金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
当社グループは、事業運営に必要な設備資金や運転資金等をキャッシュ・フロー計
画に基づき、銀行借入や、住友電気工業株式会社グループのキャッシュマネージメン
トシステム（ＣＭＳ）により調達しております。
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与
信管理規定に沿ってリスクの低減を図っております。また、外貨建営業債権の為替変
動リスクは、先物為替予約取引等を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に取引先企業との長期的な取引関係の維持強化等のために保有
する株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。投資有価証券は主と
して株式であり、上場株式については定期的に時価を把握し、継続保有の必要性を見
直しております。
営業債務である買掛金の一部には外貨建のものがあり、その為替変動リスクは、先
物為替予約取引等を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資や運転資金に必要な資金の調達を目的としたものです。
（2）金融商品の時価等に関する事項
平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
ては次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、
次表には含めておりません。
（単位：百万円）
連結貸借対照表
計
上
額

時

価

差

額

①現金及び預金

23,854

23,854

―

②受取手形及び売掛金

47,846

47,846

―

③電子記録債権

1,907

1,907

―

④有価証券及び投資有価証券

5,376

5,376

―

78,985

78,985

―

22,239

22,239

―

2,126

2,126

―

24,365

24,365

―

資

産

計

①支払手形及び買掛金
②短期借入金
負

債

計
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
①現金及び預金・②受取手形及び売掛金・③電子記録債権
これらは短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
簿価額によっております。
④有価証券及び投資有価証券
有価証券はＭＭＦであり短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券の時価は、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融
機関から提示された価格によっております。
負

債
①支払手形及び買掛金
支払手形及び買掛金は１年以内で決済されるため、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額によっております。
②短期借入金
短期借入金は１年以内に弁済期限が到来するため、時価は帳簿価額と近似し
ていることから、当該帳簿価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式（連結貸借対照表計上額277百万円）は、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、
「④有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
６．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額

726円38銭

（2）１株当たり当期純利益

79円77銭
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個

別

注 記 表

27年 ４ 月 １ 日から
（平成
平成28年 ３ 月31日まで）
１．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
ⅰ．満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）
ⅱ．関係会社株式及び出資金…………移動平均法による原価法
ⅲ．その他有価証券
・時価のあるもの…………………決算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

たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりま
す。
ⅰ．製品・仕掛品………………………個別法
ⅱ．原材料及び貯蔵品…………………主として総平均法

（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。また、耐用年数及び残存価額については、主として
法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
（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勘案し、回収不
能見込額を計上しております。
②

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。
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(14年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
事業年度から費用処理することとしております。
未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処
理の方法と異なっております。
③

環境対策引当金
保管するＰＣＢ廃棄物等の処理費用の支出に備えるため、当事業年度末にお
いてその金額を合理的に見積ることができる処理費用については、翌事業年度
以降に発生が見込まれる金額を引当計上しております。

（4）収益の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
請負工事に係る収益の計上基準に関しては、当事業年度末までの進捗部分について
成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原
価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。但し、振当処理の要件を満たす為替予約
等が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を採用しており
ます。
また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合、特例
処理を採用しております。
②

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

③

連結納税制度を適用しております。

④

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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（6）表示方法の変更
(貸借対照表)
前事業年度において固定負債に区分掲記していた「関係会社整理損失引当金」(当事業
年度19百万円)は金額の重要性が乏しくなったため「その他」に含めております。
（7）誤謬の訂正に関する注記
当事業年度において、たな卸資産が過大計上されていることが判明したため、誤謬の
訂正を行いました。
その結果、期首の利益剰余金を730百万円減額しております。
（8）追加情報
法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」
が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰
延税金負債の計算（但し、平成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用した法
定実効税率は、前事業年度の32.2%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年４
月１日から平成30年３月31日までのものは30.8%、平成30年４月１日以降のものは
30.5%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が85百万円減少
し、当事業年度に計上された法人税等調整額が128百万円、その他有価証券評価差額金
額が43百万円それぞれ増加しております。
２．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

34,666百万円

（2）関係会社に対する金銭債権・債務

金銭債権
金銭債務

5,525百万円
11,273百万円

（3）保証債務
関係会社の取引金融機関等からの借入に対し、債務保証等を行っております。
債務保証
5,108百万円
保証予約
1,091百万円
経営指導念書
1,305百万円
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３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
売上高
仕入高
営業取引以外の取引高

2,252百万円
3,802百万円
3,934百万円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の数
普通株式

957,657株

５．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
関係会社株式・出資金評価損
退職給付引当金
未払賞与
環境対策引当金
退職給付信託
たな卸資産評価損
関係会社整理損等
減価償却費
売上原価
その他

1,378百万円
775百万円
708百万円
662百万円
503百万円
293百万円
271百万円
247百万円
204百万円
1,201百万円

繰延税金資産小計
評価性引当額

6,248百万円
△2,389百万円

繰延税金資産合計

3,858百万円

繰延税金負債
前払年金費用
その他有価証券評価差額金
固定資産圧縮積立金
その他

993百万円
818百万円
243百万円
7百万円

繰延税金負債合計

2,063百万円

繰延税金資産の純額

1,795百万円
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６．関連当事者に関する注記
関連当事者との取引
子会社及び関連会社等
（単位：百万円）
属性

会社等の名称
日新電機
（無錫）
有限公司

日新電機
子会社 タイ株式会社

議決権の
所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額

直接
90.0％

債務保証等、部品 債務保証
等の購入・販売
経営指導念書

3,991

債務保証
債務保証等、部品
保証予約
等の購入・販売
経営指導念書

11

直接
99.6％

日新高技
直接
電機（東莞）
100.0%
有限公司

―

643

1,091
98

増資の引受

1,104

（注）１. 金融機関等からの借入に対し、債務保証、保証予約及び経営指導念書の差
入を行っております。
２. 日新高技電機（東莞）有限公司は、清算手続中であります。
また、増資の引受は、日新高技電機（東莞）有限公司が行った増資を全額
引き受けたものであります。
７．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額

567円70銭

（2）１株当たり当期純利益

60円06銭

以
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上

