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正味財産増減計算書

自         年 月   日
至         年 月  日

 単位 円 

科    目 当年度 前年度    増減
 一般正味財産増減 部
  経常増減 部
   経常収益

基本財産運用収入                               
特定資産運用収入                        
事業収入                            
寄附金収入                             
会費収入                            
 助成金収入                            
受取利息 配当金                
災害救援寄付金収入                            
雑収入                      

 経常収益計                                

   経常費用

研修事業費                                

給与手当                            
退職金                  
退職給付費用                  
法定福利費                           
福利厚生費                   
旅費交通費                              
通信運搬費                        
賃借料                    
消耗品費                          
保険料                     
研修手当                    
委託費                           
助成金支出                
海外事業費                      
雑費                     

   啓発事業費                                

給与手当                            
退職給付費用                  
法定福利費                       
福利厚生費                
旅費交通費                      
通信運搬費                      
消耗品費                     
印刷製本費                       
会議費                  
賃借料                
   料                       
諸会費                       
災害救援費用                            

 



科    目 当年度 前年度    増減

   管理費                         
給与手当                           
退職給付費用                     
法定福利費                       
福利厚生費                  
会議費                     
旅費交通費                   
通信運搬費        
減価償却費    
什器備品費    
消耗品費                        
印刷製本費        
水道光熱費                      
   料                     
賃借料                
租税公課                    
支払手数料                     
諸会費                   
雑費                    

 経常費用計                                

 評価損益等調整前当期経常増減額                    
基本財産売却償還損          

 当期経常増減額                                

  経常外増減 部
   経常外収益

投資有価証券売却益    
前期損益修正益                  

   経常外収益計                  

   経常外費用
投資有価証券売却損    
特定資産積立支出    

  経常外費用計    
 当期経常外増減額                  

当期一般正味財産増減額                                
一般正味財産期首残高                                
一般正味財産期末残高                                

 指定正味財産増減 部
  寄付金受入額                               
  基本財産売却償還損                    
  一般正味財産  振替額                      

指定正味財産期首残高                                 
指定正味財産期末残高                                  

 正味財産期末残高                                   

 



 貸 借 対 照 表

    年 月  日現在
   単位 円 

科     目      当年度       前年度    増減

  資産 部
   流動資産
    現金                        

    預貯金                              
     流動資産合計                               

   固定資産
       基本財産
     投資有価証券                                  

     普通預金                        
     基本財産合計                          

       特定資産
     退職給付積立資産                            
     公益事業基金積立資産                                   

            研修生招聘準備積立資産 指定                              
        災害救援寄付積立 指定                                 
        図書館設備寄付積立 指定                  
     特定資産合計                                   

         他 固定資産

     車両運搬具                  
     什器備品      
          減価償却累計額                    
     敷金 保証金                  
       他 固定資産合計                  

     固定資産合計                                     

     資産合計                                    

  負債 部

   流動負債
    未払金                          
    前受金                      
    預 金                          
     流動負債合計                            

   固定負債  
    職員退職給与引当金                            

     固定負債合計                            

     負債合計                              

  正味財産 部
   指定正味財産                                    
      基本財産                            
      特定資産                                    

   指定正味財産合計                                    

   一般正味財産                                  
      特定資産                                     

   一般正味財産合計                                  

    正味財産合計                                     

   負債及 正味財産合計                                    

 



財 産 目 録

     年  月  日  現在
 単位 円 

貸借対照表科目 場所 物量等 使用目的等 金額
  流動資産
  現金    現金  運転資金          

  預貯金    普通預金  三井住友銀行神戸営業部  運転資金            
   近畿労働金庫神戸支店       
   郵便振替貯金                    
     他 三菱             債権       

流動資産合計             

  固定資産 
   基本財産  
   投資有価証券        債    債券 運用益 法人運用 充当            

               債券                  

     円建債 日経   連動型                 

   特定資産  
   公益事業積立資産   大阪府公募公債 債券                

      高挌付           投資信託                

  普通預金      高挌付    特別分配金積立              
   退職給付積立資産   定期預金  三井住友銀行 神戸営業部 職員退職金   管理          
     研修生招聘準備積立資産 指定   普通預金  三井住友銀行神戸営業部 研修生招聘費用          
    災害救援寄付積立資産 指定   普通預金  三井住友銀行神戸営業部      地震救援資金          
     図書館設備寄付積立資産 指定   普通預金  三井住友銀行神戸営業部 図書館設備資金        

     他固定資産    車両        業務運営資産        
  減価償却累計額         
  敷金                    事務所敷金        

固定資産合計              
資産合計              

  流動負債
   未払金   研修生活動支援金 平成  年度以前 研修生未払金        

  研修生活動支援金 平成  年度 研修生未払金        

   預 金   社会保険料 従業員負担分 従業員預 金        
  源泉所得税            
  住民税            

   前受金       年度入会者会費及 寄付金          

流動負債合計            

  固定負債

     職員退職給与引当金     職員退職給与引当金 職員退職金引当          

固定負債合計            

負債合計            

        正 味 財 産              

 



計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

　(1)有価証券の評価基準及び評価方法について

　　　移動平均法による原価法によっている。

　(2)固定資産の減価償却について

　　　有形固定資産の減価償却は定率法により行っている。

　　　　　なお、減価償却累計額は、車両運搬具99,999円である。

　(3)リース資産について

　　　所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

　　　会計処理によっている。

　(4)退職給与引当金及び引当資産の計上について

　　　従業員の退職金支給に備え、期末自己都合退職要支給額をもとに退職給与引当金を計上し、

　　　かつ同額を退職給与引当資産として留保している。

２．　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科　　目 前期末残高 当期増減額 当期減少額 当期末残高

基本財産

　みずほPR債USD  100,000,000          -            -    100,000,000 

　GＳｲﾝﾊﾞｰｽﾌﾛｰﾀｰ  100,000,000          -            -    100,000,000 

　日本高速道路債   20,000,000          -     20,000,000          -   

　グローバル公益債   52,407,861   52,407,861          -   

　グローバル公益債　特別分配金    2,592,139    1,205,668    3,797,807          -   

　ユーロ円建債(日経225連動型)   75,000,000          -     75,000,000 

小　　計  275,000,000   76,205,668   76,205,668  275,000,000 

特定資産

　研修生招聘準備金（指定）    5,400,000    2,600,000          -      8,000,000 

　災害寄付積立資産（指定）   10,858,008    5,731,079   14,535,574    2,053,513 

　図書館設備寄付積立資産（指定）          -        197,101          -        197,101 

　公益事業積立資産   25,746,640      278,136   10,970,776   15,054,000 

　退職給付積立資産    1,207,485      482,940      270,720    1,419,705 

小　　計   43,212,133    9,289,256   25,777,070   26,724,319 

　合　　　計  318,212,133   85,494,924  101,982,738  301,724,319 

 



３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　目 当期末残高
（うち指定正
味財産からの

充当額）

（うち一般正
味財産からの
充当額）

（うち負債に
対応する額）

基本財産

　みずほPR債USD  100,000,000  100,000,000          -            -   

　GＳｲﾝﾊﾞｰｽﾌﾛｰﾀｰ  100,000,000  100,000,000          -            -   

　ユーロ円建債(日経225連動型)   75,000,000   75,000,000          -            -   

小　　計  275,000,000  275,000,000          -            -   

特定資産

　研修生招聘準備金（指定）    8,000,000    8,000,000          -            -   

　災害寄付積立資産（指定）    2,053,513    2,053,513          -            -   

　図書館設備寄付積立資産（指定）      197,101      197,101 

　公益事業積立資産   15,054,000   15,054,000          -   

　退職給付積立資産    1,419,705          -            -      1,419,705 

小　　計   26,724,319   10,250,614   15,054,000    1,419,705 

　合　　　計  301,724,319  285,250,614   15,054,000    1,419,705 

４．基本財産及び特定資産の2017年3月末有価証券評価額は、次のとおりである。

基本財産：有価証券  帳簿価額  時　　価 評価損益

みずほPR債USD  100,000,000   88,450,000 △ 11,550,000

GSインバースフローター3511  100,000,000   99,310,000 △ 690,000

ユーロ円建債(日経225連動型)   75,000,000   75,000,000 0

合　　　計  275,000,000  262,760,000 △ 12,240,000

指定寄付：  帳簿価額  時　　価 評価損益

研修生招聘準備資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(三井住友銀行神戸営業部支店)

   8,000,000    8,000,000 －

災害寄付積立資産
　(三井住友銀行神戸営業部支店)

   2,053,513    2,053,513 －

図書館設備寄付積立資産
(三井住友銀行神戸営業部支店)

     197,101      197,101 －

合　　　計   10,250,614   10,250,614 －

特定資産：有価証券、普通預金  帳簿価額  時　　価 評価損益

DIAMハッピークローバー   10,054,000    8,494,904 △ 1,559,096

大阪府公募公債 380    5,000,000    5,229,000 229,000

退職給付積立資産    1,419,705    1,419,705 －

合　　　計   16,473,705   15,143,609 △ 1,330,096

総　合　計  301,724,319  288,154,223 △ 13,570,096

 



 


