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（単位：円）

科　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

　　現金預金 △121,545,103

　　未収金

　　立替金 △38,000,420

　　棚卸資産 △1,200,501

　　民組仮費用

　　前払費用 △134,570

　　貸倒引当金 △158,938 △134,683 △24,255

　流動資産合計 △143,627,799

　２．固定資産

　　(1)基本財産

　　　投資有価証券

　　基本財産合計

　　(2)特定資産

　　　退職給付引当資産

　　　公益目的事業安定調整積立資産 △40,000,000

　　　静岡市美術館開館10周年記念事業
　　　積立資産

△30,000,000

　　　文化プログラム事業積立資産 △3,500,000

　　　静岡音楽館2020文化事業積立資産 △5,300,000

　　　財団設立30周年記念事業積立資産

　　　生涯学習センター情報機器更新事業
　　　積立資産

　　　文化活動活性化事業積立資産

　　　財団版働き方改革積立資産

　　　書画骨董

　　特定資産合計

　　(3)その他固定資産

　　　電話加入権

　　　什器備品 △565,734

　　　建物付属設備 △511,119

　　　リサイクル預託金

　　　敷金

　　　投資有価証券

　　その他固定資産合計

　固定資産合計

　資産合計

令和２年度貸借対照表

令和3年3月31日現在

令和２年度公益財団法人静岡市文化振興財団決算報告

公益財団法人静岡市文化振興財団
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（単位：円）

科　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

　　未払金

　　預り金 △71,406,786

　　前受金 △10,660,300

　　民組仮収入

　　賞与引当金 △204,479

　流動負債合計

　２．固定負債

　　退職給付引当金

　固定負債合計

　負債合計

Ⅲ　正味財産の部

　１．指定正味財産

　　　静岡市出捐金

　　　寄附金

　　指定正味財産合計

　　（うち基本財産への充当額）

　　（うち特定資産への充当額）

　２．一般正味財産

　　（うち基本財産への充当額）

　　（うち特定資産への充当額）

　　正味財産合計

　　負債及び正味財産合計
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（単位：円）

科　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　(1) 経常収益

　　　基本財産運用益 △1,136,714

　　　　基本財産受取利息 △1,136,714

　　　特定資産運用益 △242,801

　　　　特定資産受取利息 △242,801

　　　受取会費 △72,000

　　　　正会員受取会費 △72,000

　　　事業収益 △105,117,935

　　　　指定管理業務収益

　　　　徴収事務受託収益

        施設利用料収益 △64,819,704

　　　　事業受託収益 △14,449,863

　　　　刊行物等売払収益 △7,650,741

　　　　物品売払手数料収益 △459,188

　　　　チケット等収益 △27,505,821

　　　　各種参加料等収益 △6,444,288

　　　受取補助金等

　　　　受取静岡市補助金 △344,000

　　　　受取国庫助成金

　　　　受取民間助成金

　　　受取負担金 △10,334,248

　　　　受取負担金 △9,698,308

　　　　受取協賛金 △635,940

　　　受取寄附金

　　　　受取寄附金

　　　雑収益 △1,725,339

　　　　雑収益 △2,083,632

　　　　受取利息

        貸倒引当金戻入益 △52,687

　　　経常収益計 △118,187,733

　　(2) 経常費用

　　　事業費 △81,568,708

　　　　役員報酬 △24,949

　　　　給料手当 △16,108,329

令和２年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
公益財団法人静岡市文化振興財団
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（単位：円）

科　　　目 当年度 前年度 増減

　　　　臨時雇賃金

　　　　退職給付費用

　　　　福利厚生費 △608,813

　　　　会議費 △494,297

　　　　旅費交通費 △3,733,839

　　　　通信運搬費 △43,697

　　　　広告費 △11,667,450

　　　　消耗什器備品費 △5,048,200

　　　　消耗品費 △3,608,554

　　　　修繕費 △395,650

　　　　印刷製本費 △759,211

　　　　燃料費 △75,872

　　　　光熱水料費 △43,969,601

　　　　使用料及び賃借料 △1,392,966

　　　　共益費

　　　　手数料

　　　　保険料 △67,090

　　　　諸謝金 △9,999,729

　　　　委託費

　　　　租税公課

　　　　負担金 △10,407,232

　　　　助成金 △344,000

　　　　雑費

　　　　仕入 △4,828,860

　　　　減価償却費

　　　　雑損失 △733

　　　　貸倒引当金繰入額

　　　　貸倒損失 △374,740

　　　管理費 △751,541

　　　　役員報酬 △195,371

　　　　給料手当 △39,116

　　　　臨時雇賃金

　　　　退職給付費用 △54

　　　　福利厚生費 △7,277

　　　　旅費交通費 △38,670

　　　　通信運搬費

　　　　消耗什器備品費 △15,359

　　　　消耗品費

　　　　修繕費

62

（単位：円）

科　　　目 当年度 前年度 増減

　　　　印刷製本費 △660

　　　　光熱水料費 △518

　　　　使用料及び賃借料

　　　　共益費

　　　　手数料

　　　　保険料

　　　　諸謝金 △179,494

　　　　委託費

　　　　交際費 △42,500

　　　　租税公課 △217,459 △202,667 △14,792

　　　　負担金

　　　　雑費 △440,000

　　　　減価償却費 △466

　　　　寄附金

　　　経常費用計 △82,320,249

　　　評価損益等調整前当期経常増減額 △35,867,484

　　　評価損益等計

　　　当期経常増減額 △35,867,484

　２．経常外増減の部

　　(1) 経常外収益

　　　過年度損益修正益

　　　　過年度損益修正益

　　　経常外収益計

　　(2) 経常外費用

　　　経常外費用計

　　　当期経常外増減額

　　　他会計振替額

　　　税引前当期一般正味財産増減額 △18,564,484

　　　法人税、住民税及び事業税 △420,800

　　　当期一般正味財産増減額 △18,143,684

　　　一般正味財産期首残高

　　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　当期指定正味財産増減額

　　　指定正味財産期首残高

　　　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高
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（単位：円）

科　　　目 当年度 前年度 増減

　　　　印刷製本費 △660

　　　　光熱水料費 △518

　　　　使用料及び賃借料

　　　　共益費

　　　　手数料

　　　　保険料

　　　　諸謝金 △179,494

　　　　委託費

　　　　交際費 △42,500

　　　　租税公課 △217,459 △202,667 △14,792

　　　　負担金

　　　　雑費 △440,000

　　　　減価償却費 △466

　　　　寄附金

　　　経常費用計 △82,320,249

　　　評価損益等調整前当期経常増減額 △35,867,484

　　　評価損益等計

　　　当期経常増減額 △35,867,484

　２．経常外増減の部

　　(1) 経常外収益

　　　過年度損益修正益

　　　　過年度損益修正益

　　　経常外収益計

　　(2) 経常外費用

　　　経常外費用計

　　　当期経常外増減額

　　　他会計振替額

　　　税引前当期一般正味財産増減額 △18,564,484

　　　法人税、住民税及び事業税 △420,800

　　　当期一般正味財産増減額 △18,143,684

　　　一般正味財産期首残高

　　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　当期指定正味財産増減額

　　　指定正味財産期首残高

　　　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高
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（単位：円）

収１ 収２ 　小　計　

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　(1) 経常収益

　　　基本財産運用益

　　　　基本財産受取利息

　　　特定資産運用益

　　　　特定資産受取利息

　　　受取会費

　　　　正会員受取会費

　　　事業収益

　　　　指定管理業務収益

　　　　徴収事務受託収益

　　　　施設利用料収益

　　　　事業受託収益

　　　　刊行物等売払収益

　　　　物品売払手数料収益

　　　　チケット等収益

　　　　各種参加料等収益

　　　受取補助金等

　　　　受取静岡市補助金

　　　　受取国庫助成金

　　　　受取民間助成金

　　　受取負担金

　　　　受取負担金

　　　　受取協賛金

　　　受取寄附金

　　　　受取寄附金

　　　雑収益

　　　　雑収益

　　　　受取利息

　　　　貸倒引当金戻入益

　　　経常収益計

　　(2) 経常費用

　　　事業費

　　　　役員報酬

　　　　給料手当

　　　　臨時雇賃金

　　　　退職給付費用

　　　　福利厚生費

　　　　会議費

　　　　旅費交通費

　　　　通信運搬費

　　　　広告費

　　　　消耗什器備品費

　　　　消耗品費

令和２年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

内部取引
消去

公益目的事業
会計

法人会計
収益事業等会計

合計

公益財団法人静岡市文化振興財団

科　　　目
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（単位：円）

収１ 収２ 　小　計　

　　　　修繕費

　　　　印刷製本費 △459 △459

　　　　燃料費

　　　  光熱水料費

　　　　使用料及び賃借料

　　　　共益費

　　　　手数料

　　　　保険料

　　　　諸謝金

　　　　委託費

　　　　租税公課 △39,260

　　　　負担金

　　　　助成金

　　　　雑費

　　　　仕入

　　　　減価償却費

　　　　雑損失

　　　　貸倒引当金繰入額

　　　管理費

　　　　役員報酬

　　　　給料手当

　　　　臨時雇賃金

　　　　退職給付費用

　　　　福利厚生費

　　　　通信運搬費

　　　　消耗什器備品費

　　　　消耗品費

　　　　修繕費

　　　　印刷製本費

　　　　光熱水料費

　　　　使用料及び賃借料

　　　　共益費

　　　　手数料

　　　　保険料

　　　　諸謝金

　　　　委託費

　　　　租税公課 △217,459 △217,459

　　　　負担金

　　　　雑費

　　　　減価償却費

　　　　寄附金

　　　経常費用計

　　　評価損益等調整前当期経常増減額 △4,896,276 △191,778 △1,750,834

　　　評価損益等計

　　　当期経常増減額 △4,896,276 △191,778 △1,750,834

法人会計科　　　目
公益目的事業

会計
合計

収益事業等会計 内部取引
消去
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（単位：円）

収１ 収２ 　小　計　

　２．経常外増減の部

　　(1) 経常外収益

　　　過年度損益修正益

　　　　過年度損益修正益

　　　経常外収益計

　　(2) 経常外費用

　　　経常外費用計

　　　当期経常外増減額

　　　他会計振替額

      税引前当期一般正味財産増減額 △4,896,276 △191,778 △1,750,834

      法人税、住民税及び事業税

　　　当期一般正味財産増減額 △4,993,076 △312,778 △1,750,834

　　　一般正味財産期首残高

　　　一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　当期指定正味財産増減額

　　　指定正味財産期首残高

　　　指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高

法人会計科　　　目
公益目的事業

会計

収益事業等会計 内部取引
消去

合計
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１.　継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はありません。

２.　重要な会計方針

 （１）公益法人会計基準（平成20年4月11日　平成21年10月16日改正　内閣府公益認定等委員会）を採用している。

 （２）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。

 （３）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。

 （４）固定資産の減価償却の方法

什器備品…定率法（ソフトウエアは定額法）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。

 （５）引当金の計上基準

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いる。

賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金…職員の退職給付に備えるため、退職手当支給規程に基づく期末要支給額により計上している。

 （６）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。

 （７）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

　投資有価証券

小　　計

 特定資産

　退職給付引当資産

　公益目的事業安定
　調整積立資産

　静岡市美術館開館10周
　年記念事業積立資産

　文化プログラム事業
　積立資産

　静岡音楽館2020文化
　事業積立資産

　財団設立30周年記念
  事業積立資産

　生涯学習センター情報
　機器更新事業積立資産

　文化活動活性化事業
　積立資産

　財団版働き方改革積立
　資産

  書画骨董

小　　計

合　　計

財務諸表に対する注記
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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

　投資有価証券

小　　計

 特定資産

　退職給付引当資産

　公益目的事業安定
　調整積立資産

　文化プログラム事業
　積立資産

　財団設立30周年記念
  事業積立資産

　生涯学習センター情報
　機器更新事業積立資産

　文化活動活性化事業
　積立資産

　財団版働き方改革積立
　資産

  書画骨董

小　　計

合　　計

６.　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

７． 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）

帳簿価格 時　価 評価損益

　東京電力パワーグリッド(株)
　第41回社債（6年）

　第80回地方公共団体金融機構債券（20年）

　第333回利付国債（10年）

小　　計

種類及び銘柄

　第80回地方公共団体金融機構債券（20年）

科   目

　什器備品

　中日本高速道路(株)第82回社債（3年）

合　　計

 基本財産

 その他固定資産

小　　計

　建物付属設備

合　　計

　第334回利付国債（10年）

68

８． 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 一般正味財産

国庫助成金

 キャリアアップ助成金  静岡労働局 一般正味財産

民間助成金

 令和2年度
 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 一般正味財産

 令和2年度
 地域の文化・芸術活動
 助成事業助成金

 一般財団法人
 地域創造 一般正味財産

 令和2年度
 文化芸術振興費補助金

 独立行政法人
 日本芸術文化振興会

一般正味財産

９． 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。

合　　計
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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

　投資有価証券

小　　計

 特定資産

　退職給付引当資産

　公益目的事業安定
　調整積立資産

　文化プログラム事業
　積立資産

　財団設立30周年記念
  事業積立資産

　生涯学習センター情報
　機器更新事業積立資産

　文化活動活性化事業
　積立資産

　財団版働き方改革積立
　資産

  書画骨董

小　　計

合　　計

６.　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

７． 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）

帳簿価格 時　価 評価損益

　東京電力パワーグリッド(株)
　第41回社債（6年）

　第80回地方公共団体金融機構債券（20年）

　第333回利付国債（10年）

小　　計

種類及び銘柄

　第80回地方公共団体金融機構債券（20年）

科   目

　什器備品

　中日本高速道路(株)第82回社債（3年）

合　　計

 基本財産

 その他固定資産

小　　計

　建物付属設備

合　　計

　第334回利付国債（10年）
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８． 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 一般正味財産

国庫助成金

 キャリアアップ助成金  静岡労働局 一般正味財産

民間助成金

 令和2年度
 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 一般正味財産

 令和2年度
 地域の文化・芸術活動
 助成事業助成金

 一般財団法人
 地域創造 一般正味財産

 令和2年度
 文化芸術振興費補助金

 独立行政法人
 日本芸術文化振興会

一般正味財産

９． 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。

合　　計
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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

　 引当金の明細は次のとおりである。

（単位：円）

目的使用 その他

貸倒引当金

賞与引当金

退職給付引当金

※貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄134,683円は、洗替方式により戻し入れた金額である。

附属明細書

科目 期首残高
当期減少額

当期増加額 期末残高
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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

静清信用金庫本店 　〃

定期預金 静清信用金庫本店 運用資金として
運用益は法人会計の財源としている

現金 手許現金 運転資金として

未収金

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

棚卸資産

棚卸資産 図録 等 公益目的事業の用に供している

ショップ商品、音楽館CD 等 ショップ等で販売する商品

民組仮費用

民組仮費用 民法組合方式による実行委員
会の相手方分

翌年度事業に係る通信運搬費　他

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

貸倒引当金

貸倒引当金 未収金に対する貸倒引当額 債権の貸倒による損失に備えるため △ 158,938

　流動資産合計

（固定資産）

基本財産

投資有価証券 第80回地方公共団体金融機構
債券（20年）

静岡市出捐金
運用益は法人会計の財源としている

第333回利付国債（10年） 　〃

第334回利付国債（10年） 　〃

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
（公益目的事業会計充当分）

 〃 職員に対する退職金の支給に備えるため
（法人会計充当分）

静清信用金庫本店 職員に対する退職金の支給に備えるため
（公益目的事業会計充当分）

静岡銀行呉服町支店

静清信用金庫本店

文化プログラム事業
積立資産

静岡銀行呉服町支店 平成29年度～令和3年度に計画している文化
プログラム事業の資金確保のため、特定費
用準備資金として管理している預金

財団設立30周年記念事業
積立資産

静清信用金庫本店 令和6年度に計画している財団設立30周年記
念事業のため、特定費用準備資金として管
理している預金

生涯学習センター情報
機器更新事業積立資産

静岡銀行呉服町支店 生涯学習センター職員用情報機器更新事業
のため、特定費用準備資金として管理して
いる預金

静岡銀行呉服町支店

静清信用金庫本店

財団版働き方改革積立
資産

静岡銀行呉服町支店 「財団版働き方改革」実施のため、特定費
用準備資金として管理している預金

書画骨董 芹沢銈介美術館
静岡市駿河区登呂5-10-5

静岡市民一般への鑑賞に供することで静岡
市の文化振興に寄与するため寄贈された作
品。静岡市芹沢銈介美術館での保存及び展
示に資するため、静岡市に毎年度寄託して
いる。

令和２年度財産目録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目

公益目的事業安定調整
積立資産

定款に掲げる目的を確実に達成するための
公益目的事業費の財源確保のため、特定費
用準備資金として管理している預金

文化活動活性化事業
積立資産

令和7年度～11年度に計画している文化活動
活性化事業及びその環境整備のため、特定
費用準備資金として管理している預金
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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

　 引当金の明細は次のとおりである。

（単位：円）

目的使用 その他

貸倒引当金

賞与引当金

退職給付引当金

※貸倒引当金「当期減少額」の「その他」欄134,683円は、洗替方式により戻し入れた金額である。

附属明細書

科目 期首残高
当期減少額

当期増加額 期末残高
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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

静清信用金庫本店 　〃

定期預金 静清信用金庫本店 運用資金として
運用益は法人会計の財源としている

現金 手許現金 運転資金として

未収金

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

棚卸資産

棚卸資産 図録 等 公益目的事業の用に供している

ショップ商品、音楽館CD 等 ショップ等で販売する商品

民組仮費用

民組仮費用 民法組合方式による実行委員
会の相手方分

翌年度事業に係る通信運搬費　他

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

貸倒引当金

貸倒引当金 未収金に対する貸倒引当額 債権の貸倒による損失に備えるため △ 158,938

　流動資産合計

（固定資産）

基本財産

投資有価証券 第80回地方公共団体金融機構
債券（20年）

静岡市出捐金
運用益は法人会計の財源としている

第333回利付国債（10年） 　〃

第334回利付国債（10年） 　〃

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
（公益目的事業会計充当分）

 〃 職員に対する退職金の支給に備えるため
（法人会計充当分）

静清信用金庫本店 職員に対する退職金の支給に備えるため
（公益目的事業会計充当分）

静岡銀行呉服町支店

静清信用金庫本店

文化プログラム事業
積立資産

静岡銀行呉服町支店 平成29年度～令和3年度に計画している文化
プログラム事業の資金確保のため、特定費
用準備資金として管理している預金

財団設立30周年記念事業
積立資産

静清信用金庫本店 令和6年度に計画している財団設立30周年記
念事業のため、特定費用準備資金として管
理している預金

生涯学習センター情報
機器更新事業積立資産

静岡銀行呉服町支店 生涯学習センター職員用情報機器更新事業
のため、特定費用準備資金として管理して
いる預金

静岡銀行呉服町支店

静清信用金庫本店

財団版働き方改革積立
資産

静岡銀行呉服町支店 「財団版働き方改革」実施のため、特定費
用準備資金として管理している預金

書画骨董 芹沢銈介美術館
静岡市駿河区登呂5-10-5

静岡市民一般への鑑賞に供することで静岡
市の文化振興に寄与するため寄贈された作
品。静岡市芹沢銈介美術館での保存及び展
示に資するため、静岡市に毎年度寄託して
いる。

令和２年度財産目録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目

公益目的事業安定調整
積立資産

定款に掲げる目的を確実に達成するための
公益目的事業費の財源確保のため、特定費
用準備資金として管理している預金

文化活動活性化事業
積立資産

令和7年度～11年度に計画している文化活動
活性化事業及びその環境整備のため、特定
費用準備資金として管理している預金
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

その他固定資産 電話加入権 静岡音楽館
静岡市葵区黒金町1-9

公益目的保有財産であり、公益目的事業の
用に供している

事務局
静岡市葵区御幸町4-1

法人運営に係るもの

什器備品 事務局
静岡市葵区御幸町4-1　他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の
用に供している

静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25

公益目的事業に必要な収益事業等の用に供
している

事務局
静岡市葵区御幸町4-1

法人運営に係るもの

建物付属設備 静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25　他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の
用に供している

静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25

公益目的事業に必要な収益事業等の用に供
している

事務局
静岡市葵区御幸町4-1

法人運営に係るもの

リサイクル預託金 静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25

公益目的保有財産であり、公益目的事業の
用に供している

敷金 事務局
静岡市葵区御幸町4-1

公益目的保有財産であり、公益目的事業の
用に供している

事務局
静岡市葵区御幸町4-1

法人運営に係るもの

投資有価証券 第80回地方公共団体
金融機構債券（20年）

運用益は法人会計の財源としている

中日本高速道路(株)
第82回社債（3年）

運用益は法人会計の財源としている

東京電力パワーグリッド(株)
第41回社債（6年）

運用益は法人会計の財源としている

　固定資産合計

　　　資産合計

（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 補助金精算返納

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

消費税 国税庁に対する未払額　 国税庁に対する消費税未払

未払金 静岡市に対する未払額　他 施設管理経費負担金、公共料金支払　他

預り金

預り金 共同事業体構成員の収入預り
分 他

指定管理料預り金　他

社会保険料預り金 社会保険料 社会保険料預り金

事業収入預り金 ショップ商品委託販売代金の
預り金　他

刊行物等売払収入預り金　他

源泉所得税預り金 源泉所得税 源泉所得税預り金

前受金

前受金 翌年度受取負担金 翌年度分の電気利用料負担金収入

事業収入前受金 翌年度事業収益　他 翌年度分の施設利用料収入　他

民組仮収入
民組仮収入 民法組合方式による実行委員

会の相手方分
翌年度分の委託費支出

賞与引当金
賞与引当金 職員に対するもの 職員に対する賞与の支給に備えるため

　流動負債合計

（固定負債）

退職給付引当金
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

　固定負債合計

　　　負債合計

　　　正味財産

貸借対照表科目
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（単位：円）

科　　　目 予算額 執行額 差額 備考

Ⅰ　事業活動収支の部

　１．事業活動収入

　　　基本財産運用収入

　　　　基本財産利息収入

　　　特定資産運用収入

　　　　特定資産利息収入

　　　会費収入

　　　　正会員会費収入

　　　事業収入

　　　　指定管理業務収入

　　　　徴収事務受託収入 △510,000

　　　　施設利用料収入

　　　　事業受託収入

　　　　刊行物等売払収入

　　　　物品売払手数料収入 △1,886,201

　　　　チケット等収入

　　　　各種参加料等収入

　　　補助金等収入

　　　　静岡市補助金収入

　　　　国庫助成金収入

　　　　民間助成金収入 △16,874,420

　　　負担金収入

　　　　負担金収入

　　　　協賛金収入 △227,820

　　　寄附金収入 △50,000

　　　　寄附金収入 △50,000

　　　雑収入 △15,697,093

　　　　雑収入 △15,158,016

　　　　受取利息収入 △539,077

　　事業活動収入計

　２．事業活動支出

　　　事業費支出

　　　　役員報酬支出

　　　　給料手当支出

　　　　臨時雇賃金支出

　　　　退職給付支出

　　　　福利厚生費支出

　　　　会議費支出

　　　　旅費交通費支出

　　　　通信運搬費支出

　　　　広告費支出

令和２年度資金収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
公益財団法人静岡市文化振興財団
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（単位：円）

科　　　目 予算額 執行額 差額 備考

　　　　消耗什器備品費支出

　　　　消耗品費支出

　　　　修繕費支出

　　　　印刷製本費支出

　　　　燃料費支出

　　　　光熱水料費支出

　　　　使用料及び賃借料支出

　　　　共益費支出

　　　　手数料支出

　　　　保険料支出

　　　　諸謝金支出

　　　　委託費支出

　　　　租税公課支出

　　　　負担金支出

　　　　助成金支出

　　　　雑費支出

　　　　仕入支出

　　　　雑損失 △1,310

　　　管理費支出

　　　　役員報酬支出

　　　　給料手当支出

        臨時雇賃金支出

　　　　退職給付支出

　　　　福利厚生費支出

　　　　旅費交通費支出

　　　　通信運搬費支出

　　　　消耗什器備品費支出

　　　　消耗品費支出

　　　　修繕費支出

　　　　印刷製本費支出

        光熱水料費支出

　　　　使用料及び賃借料支出

　　　　共益費支出

　　　　手数料支出

　　　　保険料支出

　　　　諸謝金支出

　　　　委託費支出

        交際費支出

　　　　租税公課支出 △217,459

　　　　負担金支出

        雑費支出
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（単位：円）

科　　　目 予算額 執行額 差額 備考

　　　　寄附金支出

　　　法人税、住民税支出

　　　　法人税、住民税支出

　　事業活動支出計

　　事業活動収支差額 △98,030,000 △140,487,384

Ⅱ　投資活動収支の部

　１．投資活動収入

　　　特定資産取崩収入

　　　　退職給付引当資産取崩収入

 　　　 公益目的事業安定調整積立資産
        取崩収入

 　　　 静岡市美術館開館10周年記念事業
　　　　積立資産取崩収入

        文化プログラム事業積立資産
        取崩収入

        静岡音楽館2020文化事業積立資産
　　　　取崩収入

　　投資活動収入計

　２．投資活動支出

　　　特定資産取得支出 △149,485,895

　　　　退職給付引当資産取得支出

　　　　財団版働き方改革積立資産
　　　　取得支出

△152,187,000

　　　その他固定資産取得支出 △ 100,000,000

　　　　投資有価証券取得支出 △ 100,000,000

　　投資活動支出計 △ 249,485,895

　　投資活動収支差額 △185,804,115

Ⅲ　財務活動収支の部

　１．財務活動収入

    財務活動収入計

　２．財務活動支出

　　財務活動支出計

　　財務活動収支差額

Ⅳ　予備費支出の部

  　当期収支差額 △34,347,000 △143,346,731

　　前期繰越収支差額 △194

　　次期繰越収支差額
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（単位：円）

収１ 収２ 　小　計　

Ⅰ　事業活動収支の部

　１．事業活動収入

　　　基本財産運用収入

　　　　基本財産利息収入

　　　特定資産運用収入

　　　　特定資産利息収入

　　　会費収入

　　　　正会員会費収入

　　　事業収入

　　　　指定管理業務収入

　　　　徴収事務受託収入

        施設利用料収入

　　　　事業受託収入

　　　　刊行物等売払収入

　　　　物品売払手数料収入

　　　　チケット等収入

　　　　各種参加料等収入

　　　補助金等収入

　　　　静岡市補助金収入

　　　　国庫助成金収入

　　　　民間助成金収入

　　　負担金収入

　　　　負担金収入

　　　　協賛金収入

　　　寄附金収入

　　　　寄附金収入

　　　雑収入

　　　　雑収入

　　　　受取利息収入

　　事業活動収入計

　２．事業活動支出

　　　事業費支出

　　　　役員報酬支出

　　　　給料手当支出

　　　　臨時雇賃金支出

　　　　退職給付支出

　　　　福利厚生費支出

　　　　会議費支出

　　　　旅費交通費支出

　　　　通信運搬費支出

　　　　広告費支出

　　　　消耗什器備品費支出

　　　　消耗品費支出

　　　　修繕費支出

　　　　印刷製本費支出

　　　　燃料費支出

　　　　光熱水料費支出

科　　　目

令和２年度資金収支計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益目的事業
会計

収益事業等会計 内部取引
消去

法人会計 合計

公益財団法人静岡市文化振興財団
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（単位：円）

収１ 収２ 　小　計　

　　　　使用料及び賃借料支出

　　　　共益費支出

　　　　手数料支出

　　　　保険料支出

　　　　諸謝金支出

　　　　委託費支出

　　　　租税公課支出 △39,260

　　　　負担金支出

　　　　助成金支出

　　　　雑費支出

　　　　仕入支出

　　　　雑損失

　　　管理費支出

　　　　役員報酬支出

　　　　給料手当支出

        臨時雇賃金支出

　　　　退職給付支出

　　　　福利厚生費支出

　　　　通信運搬費支出

　　　　消耗什器備品費支出

　　　　消耗品費支出

　　　　修繕費支出

　　　　印刷製本費支出

　　　　光熱水料費支出

　　　　使用料及び賃借料支出

　　　　共益費支出

　　　　手数料支出

　　　　保険料支出

　　　　諸謝金支出

　　　　委託費支出

　　　　租税公課支出 △217,459 △217,459

　　　　負担金支出

　　　　雑費支出

　　　　寄附金支出

     法人税、住民税支出

       法人税、住民税支出

　　事業活動支出計

　　事業活動収支差額 △2,127,778 △1,746,601

Ⅱ　投資活動収支の部

　１．投資活動収入

　　　特定資産取崩収入

　　　　退職給付引当資産取崩収入

        公益目的事業安定調整積立
        資産取崩収入

        静岡市美術館開館10周年記念
　　　　事業積立資産取崩収入

        文化プログラム事業積立資産
　　　　取崩収入

        静岡音楽館2020文化事業積立
　　　　資産取崩収入

　　投資活動収入計

科　　　目
公益目的事業

会計

収益事業等会計
法人会計

内部取引
消去

合計
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（単位：円）

収１ 収２ 　小　計　

　　　　使用料及び賃借料支出

　　　　共益費支出

　　　　手数料支出

　　　　保険料支出

　　　　諸謝金支出

　　　　委託費支出

　　　　租税公課支出 △39,260

　　　　負担金支出

　　　　助成金支出

　　　　雑費支出

　　　　仕入支出

　　　　雑損失

　　　管理費支出

　　　　役員報酬支出

　　　　給料手当支出

        臨時雇賃金支出

　　　　退職給付支出

　　　　福利厚生費支出

　　　　通信運搬費支出

　　　　消耗什器備品費支出

　　　　消耗品費支出

　　　　修繕費支出

　　　　印刷製本費支出

　　　　光熱水料費支出

　　　　使用料及び賃借料支出

　　　　共益費支出

　　　　手数料支出

　　　　保険料支出

　　　　諸謝金支出

　　　　委託費支出

　　　　租税公課支出 △217,459 △217,459

　　　　負担金支出

　　　　雑費支出

　　　　寄附金支出

     法人税、住民税支出

       法人税、住民税支出

　　事業活動支出計

　　事業活動収支差額 △2,127,778 △1,746,601

Ⅱ　投資活動収支の部

　１．投資活動収入

　　　特定資産取崩収入

　　　　退職給付引当資産取崩収入

        公益目的事業安定調整積立
        資産取崩収入

        静岡市美術館開館10周年記念
　　　　事業積立資産取崩収入

        文化プログラム事業積立資産
　　　　取崩収入

        静岡音楽館2020文化事業積立
　　　　資産取崩収入

　　投資活動収入計

科　　　目
公益目的事業

会計

収益事業等会計
法人会計

内部取引
消去

合計
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（単位：円）

収１ 収２ 　小　計　

　２．投資活動支出

      特定資産取得支出

        退職給付引当資産取得支出

        財団版働き方改革積立資産
　　　　取得支出

　　　その他固定資産取得支出

　　　　投資有価証券取得支出

　　　投資活動支出計

　　投資活動収支差額 △ 85,811,761 △ 99,992,354 △ 185,804,115

Ⅲ　財務活動収支の部

　１．財務活動収入

　　財務活動収入計

　２．財務活動支出

　　財務活動支出計

　　財務活動収支差額

Ⅳ　予備費支出の部

　　当期収支差額 △44,166,798 △2,127,778 △101,738,955 △143,346,731

　　前期繰越収支差額

　　次期繰越収支差額 △18,560,804

科　　　目
公益目的事業

会計

収益事業等会計
法人会計

内部取引
消去

合計

78－ 78 －



１．　資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、立替金、前払費用、未払金、預り金、仮受金

及び前受金を含めている。

前期末及び当期末残高は、下記に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）

現金預金

未収金

仮払金

立替金

前払費用

合  計

未払金

預り金

仮受金

前受金

合  計

次期繰越収支差額

３．　静岡市美術館事業の民法組合方式による実行委員会に係る収入及び支出は全額を計上している。

　　　なお、「正味財産増減計算書」については、当法人に係る収益及び費用のみを計上している。

　　

資金収支計算書に対する注記

科目 前期末残高 当期末残高
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