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財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１.　継続事業の前提に関する注記

該当なし

２.　重要な会計方針

 （１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…購入時の取得価格による。

　※償却原価法については、重要性に乏しいため適用しない。

 （２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法による。

 （３）固定資産の減価償却の方法

什器備品…定率法及び定額法により減価償却を実施している。

建物付属設備…定額法により減価償却を実施している。

加盟金…均等法により減価償却を実施している。

 （４）引当金の計上基準

退職給付引当金… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

 （５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

当法人では、会計監査人を設置していないため、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。

 （６）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式による。

３.　会計方針の変更

該当なし

４.　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。

（単位：円）

科   目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

 基本財産

国　　債 223,823,998  -            -            223,823,998  

普通預金 1,176,002    -            -            1,176,002    

小　　計 225,000,000  -            -            225,000,000  

 特定資産

退職給付引当資産 61,237,815   11,020,630   -            72,258,445   

小　　計 61,237,815   11,020,630   -            72,258,445   

合　　計 286,237,815  11,020,630   -            297,258,445  

５.　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。

（単位：円）

科   目 当期末残高
（うち指定正味
財産からの充当

（うち一般正味
財産からの充当

（うち負債に対
応する額）

 基本財産

国　　債 223,823,998  (223,823,998) -            -            

普通預金 1,176,002    (1,176,002) -            -            

小　　計 225,000,000  (225,000,000) -            -            

 特定資産

退職給付引当資産 72,258,445   -            -            (72,258,445)

小　　計 72,258,445   -            -            (72,258,445)

合　　計 297,258,445  (225,000,000) -            (72,258,445)
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６．　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

科   目 帳簿価格 時　価 評価損益

 国債

　第260回利付国債（10年） 29,897,100   30,984,000   1,086,900    

　第70回利付国債（5年） 94,179,501   94,625,758   446,257      

　第305回利付国債（10年） 99,747,397   104,505,000  4,757,603    

合　　計 223,823,998  230,114,758  6,290,760    

７．　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸借対照表上
の記載区分

補助金

 静岡市補助金  静岡市 -            14,378,885   14,378,885   -            

助成金
 2011年度下期芸術
 文化助成金

 公益財団法人
 野村財団 -            400,000      400,000      -            

 ふじのくに子ども
 芸術大学助成金

 ふじのくに子ども
 芸術大学実行委員会 -            325,170      325,170      -            

 先進的科学館連携
 推進事業助成金

 独立行政法人
 科学技術振興機構 -            19,996,308   19,996,308   -            

 芸術文化振興基金
 助成金

 独立行政法人
 日本芸術文化振興会 - 700,000      700,000      -            

 優れた劇場・音楽堂から
 の創造発信事業助成金

  文化庁 - 21,840,000   21,840,000   

合　　計 -            57,640,363   57,640,363   -            

８．　その他

基本財産運用収入は、指定正味財産の部を通さず、直接、一般正味財産増減の部に計上している。
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１．　基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略する。

２．　引当金の明細

　 財務諸表の注記に記載しているため省略する。

附 属 明 細 書
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

 （流動資産）

　現金預金

普通預金

　 静岡銀行呉服町支店 運転資金として 379,282,387

静清信用金庫本店 　　〃 1,050

定期預金 静岡銀行呉服町支店 1年定期で資金運用している 50,000,000

現金 手許現金 運転資金として 1,693,664

譲渡性預金 静岡銀行呉服町支店 1年の譲渡性預金で資金運用をしている 300,000,000

　未収金

消費税 納付済消費税返戻 納付済消費税返戻 35,515,800

未収金 静岡市に対する未収金　他 受託収入、補助金収入、チケット収入　他 78,166,857

　棚卸資産

科学館ショップ商品 図鑑、天体望遠鏡　他 ショップ等で販売する商品 3,442,243

貯蔵品 図録、るくるカード 　　〃 4,106,052

音楽館CD 静岡音楽館CD 　　〃 2,598,178

市美術館ショップ商品 クリアファイル 　　〃 198,540

広重美術館ショップ商品 絵ハガキ、図録　他 　　〃 2,473,707

　前払費用

前払費用 翌年度事業に係る前払費用 翌年度事業に係る保険料　他 993,850

　流動資産合計 858,472,328

 （固定資産）

　基本財産

基本財産普通預金

静岡銀行呉服町支店 1,073,102

静清信用金庫本店 102,900

国債

第260回利付国債（10年） 29,897,100

第70回利付国債（5年） 94,179,501

第305回利付国債（10年） 99,747,397

　特定資産

退職給付引当資産

静岡銀行呉服町支店 職員に対する退職金の支給に備えるため 42,258,445

静清信用金庫本店 　　〃 30,000,000

　その他固定資産

電話加入権
統括課
静岡市葵区呉服町2-1-1 他

149,968

什器備品
静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25 他

19,044,904

建物附属設備
静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25 他

4,205,177

リサイクル預託金
静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25 他

13,440

書画骨董
芹沢銈介美術館
静岡市駿河区登呂5-10-5

260,000

　固定資産合計 320,931,934

　　　資産合計 1,179,404,262

平成23年度財産目録

平成24年3月31日現在

貸借対照表科目
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場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

 （流動負債）

　未払金

補助金精算返納額 静岡市に対する未払額 静岡市に対する補助金返納額未払 1,198,115

受託料精算返納額 静岡市に対する未払額 静岡市に対する受託料返納額未払 2,186,014

法人税 国税庁に対する未払額　他 国税庁に対する法人税未払　他 77,848,800

未払金 静岡市に対する未払額　他 指定管理料返納、公共料金支払　他 144,740,724

　預り金

福利厚生費預り金 社会保険料 社会保険料預り金 386,959

事業収入預り金 事業に係る預り金　他 チケット収入預り金　他 5,810

預り金 物品等の受託販売に係る預り金　他 物品売払収入預り金　他 65,795

源泉所得税預り金 源泉所得税 源泉所得税の預り金 1,444,699

　前受金

音楽館倶楽部会費 翌年度音楽館倶楽部会費 翌年度分の音楽館倶楽部会費前受金 242,000

事業収入前受金 翌年度事業収益　他 翌年度事業に対するチケット収入　他 4,244,253

　流動負債合計 232,363,169

（固定負債）

退職給付引当金 職員に対するもの 職員に対する退職金の支給に備えるため 72,258,445

　固定負債合計 72,258,445

　　　負債合計 304,621,614

　　　正味財産 874,782,648
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収　支　計 算 書 に 対 す る 注 記

１　資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、前払費用、棚卸資産、未払金、預り金、仮受

金及び前受金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記の２の記載の

とおりである。

２　次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

 （単位：円）

科目 前期末残高 当期末残高

現金預金 702,555,483 730,977,101

未収金 25,495,811 113,682,657

仮払金 0 0

棚卸資産（ｼｮｯﾌﾟ商品） 4,367,929 6,114,490

棚卸資産（貯蔵品） 6,901,997 6,704,230

前払費用 1,023,970 993,850

合  計 740,345,190 858,472,328

未払金 276,088,999 225,973,653

預り金 1,591,694 1,903,263

前受金 3,144,041 4,486,253

仮受金 1,261,020 0

合  計 282,085,754 232,363,169

次期繰越収支差額 458,259,436 626,109,159
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