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公益財B]法人損保ジャパン日本興亜美術財団



貸借対照表
平成28年3月31日現在

損保ジャパン日本興亜美術財団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

科目 �9iD�7��前年度 ��ﾘﾋ��

Ⅰ資産の部 1.流動資産 現金預金 ��Bﾃ��"ﾃ�sr�7,629,318 澱ﾃC�"ﾃゴ��

有価証券 涛BﾃccBﾃ#c��55,582,290 �3津���ﾃ都��

貯蔵品 �#2ﾃ���ﾃ田r�18,451,850 釘ﾃs3�ﾃ��r�

立替金 ���44,669 蔦CBﾃcc��

未収金 都�bﾃ����276,597 鼎3津C#"�

仮払金 流動資産合計 2.固定資産 (1)基本財産 銀行預金 ��ﾃ#cbﾃS唐�1,358,996 蔦�"ﾃ3唐�

133,94一,030 塔2ﾃ3C2ﾃs#��50,597,310 

112,829,000 釘ﾃ#srﾃs���108,551,300 

投資有価証券 鉄途ﾃ�s�ﾃ����705,722,300 蔦��づSS�ﾃ3���

美術品 基本財産合計 (2)特定資産 退職給付引当預金 特定資産合計 (3)その他固定資産 美術品 鼎3rﾃ�3�ﾃ����437,030,000 ���

1,147,030,000 ��ﾃ�Crﾃ�3�ﾃ����0 

10,297,000 ���ﾃCSBﾃ����-157,000 

10,297,000 ���ﾃCSBﾃ����-157,000 

113,555,060 ���"ﾃSSRﾃ�c��1,000,000 

什器備品 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ負債の部 1.流動負債 未払金 都Srﾃ#�2�1,183,653 蔦C#bﾃCC��

114,312,273 ���2ﾃs3づs�2�573,560 

1,271,639,273 ��ﾃ#s�ﾃ##"ﾃs�2�416,560 

1,405,580,303 ��ﾃ3SBﾃScbﾃC32�51,013,870 

15,139,527 途ﾃ3c2ﾃC�B�7,776,113 

前受金 都�ﾃc���40,650 �3�ﾃ鉄��

預り金 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 指定正味財産合計 2,-般正味財産 都sRﾃC3R�631,268 ��CBﾃ�cr�

15,986,562 唐ﾃ�3Rﾃ33"�7,951,230 

10,297,000 ���ﾃCSBﾃ����-157,000 

10,297,000 ���ﾃCSBﾃ����-157,000 

26,283,562 ��づCヲﾃ33"�7,794,230 

0 ���0 

1,379,296,741 ��ﾃ33bﾃ�srﾃ����43,219,640 

(うち基本財産への充当額) 茶�ﾃ�Crﾃ�3�ﾃ�����(1,147,030,000) 茶���

(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 茶���(o) 茶���

1,379,296,741 ��ﾃ33bﾃ�srﾃ����43,219,640 

1,405,580,303 ��ﾃ3SBﾃScbﾃC32�51,013,870 



正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

損保ジャパン日本興亜美術財団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

科目 �9iD�7��前年度 ��ﾘﾋ��備考 

Ⅰ一般正味財産増減の部 1.経常増減の部 (1)経常収益 基本財産運用収益 澱ﾃc#2ﾃcCR�6,308,307 �3�Rﾃ33��①観覧者増 

基本財産利息収益 澱ﾃc#2ﾃcCR�6,308,307 �3�Rﾃ33��

事業収益 ���づs唐ﾃ�#R�86,169,685 �3"ﾃc#づCC��

受取観覧料 都�ﾃ�sRﾃ�S��45,273,000 �#Rﾃ��"ﾃ�S��

出版事業収益 鼎�ﾃS�rﾃ�sR�35,485,685 澱ﾃ�#�ﾃ3���②安野展図録 

公募展申込料 澱ﾃ#�bﾃ����5,411,000 塔�Rﾃ����③申込数増 ④前年度は名称変更に伴 う臨時予算 ⑤協賛増 ⑥特別展販売手数料増 

受取寄付金 都津S�bﾃ����94,852,000 蔦�Rﾃ33bﾃ����

受取寄付金 都津S�bﾃ����94,852,000 蔦�Rﾃ33bﾃ����

受取協賛金 ��#�ﾃ3��ﾃ����116,300,000 迭ﾃ���ﾃ����

受取協賛金 ��#�ﾃ3��ﾃ����116,300,000 迭ﾃ���ﾃ����

雑収益 澱ﾃSコﾃ3�B�3,592,321 �"ﾃ涛"ﾃ塔2�

受取利息 塔づS3��85,484 �2ﾃ�Cb�

雑益 経常収益計 (2)経常費用 事業費 澱ﾃC澱ﾃssB�3,506,837 �"ﾃ塔津�3r�

332,823,074 �3�rﾃ##"ﾃ3�2�25,600,761 嫡���

282,466,438 �3�"ﾃ�#津�3"�-20,462,694 �h支髦ｷ鮎b�txｮ�i{�蟹���7�,ﾙkﾂ��¥�瓜ｨ*�.��t��nﾉ5y�ﾙ��t倅(乏�5��9�,僵ｨ*HﾞﾉV�ｩ:��tｨ支ｷ��9�iwh蹴�tｹ���7�,ﾙkﾈ�¥�瓜ｨ*�.��

役員報酬 途ﾃ��Rﾃ����7,905,000 ���

給料手当 鼎Rﾃ�3�ﾃ�c"�48,184,521 蔦"ﾃ3SBﾃ3S��

役員退職慰労費 �3迭ﾃ#S��395,250 ���

退職給付費 ��ﾃ�cづcs"�1,071,440 涛rﾃ#3"�

社会保険料 途ﾃ3C津3�B�7,475,215 蔦�#Rﾃ����

福利厚生費 ��ﾃs釘ﾃ#���2,014,501 蔦##�ﾃ#���

展示費 塔�ﾃC�2ﾃcS��99,386,843 蔦�rﾃ塔2ﾃ��2�

助成費 唐ﾃ#SRﾃS#r�7,995,399 �#c�ﾃ�#��

消耗什器備品費 ���165,240 蔦�cRﾃ#C��

消耗品費 �"ﾃsコﾃ#C2�970,090 ��ﾃ��Rﾃ�S2�

印刷製本糞 �#rﾃc��ﾃピ��26,106,574 ��ﾃS�Rﾃ3�R�

通信費 �"ﾃ�cBﾃcC��1,958,861 ���Rﾃss��

運搬費 ��ﾃ3C2ﾃssb�187,874 ��ﾃ�SRﾃ��"�

旅費交通費 ��ﾃ##づ�c��787,940 鼎C�ﾃ##��

会合費 途ﾃ�srﾃs�"�6,383,638 田釘ﾃ�sB�

修繕費 �"ﾃ��2ﾃイ��2,165,832 蔦c�ﾃ涛"�

光熱水料費 ��ﾃSSrﾃC3r�1,563,444 蔦bﾃ��r�

役務費 ��ﾃ�3RﾃSCr�1,161,170 蔦#Rﾃc#2�

役務委託費 �#Bﾃ�c2ﾃCs��22,325,150 ��ﾃs3づ3#��

図書費 �#�bﾃピ"�170,062 鼎bﾃ����

損害保険料 �"ﾃSc2ﾃ��R�2,254,476 �3�づc3��

賃借料 �"ﾃcSづ#c��2,679,395 蔦#�ﾃ�#r�

広報費 鼎Bﾃ#�BﾃCc��52,510,377 蔦づ#迭ﾃ����

保全管理費 都唐ﾃ����140,400 田Srﾃs���



科目 �9iD�7��前年度 ��ﾘﾋ��備考 

諸謝金 鉄C2ﾃC���710,466 蔦�crﾃ�SR�⑬課税売上増に伴う消費税増 

租税公課 �2ﾃC3�ﾃC���1,497,718 ��ﾃ�3"ﾃc�2�

什器備品減価償却費 鼎#bﾃCC��697,328 蔦#s�ﾃャ��

貯蔵品除去損 ��ﾃ�CBﾃ鉄��1,553,685 蔦S�づs3R�

雑費 ��ﾃC澱ﾃ��B�2,511,243 蔦�ﾃ��Bﾃ3#��

管理費 途ﾃ�3bﾃ涛b�6,958,718 ��sづ#s��

役員報酬 �"ﾃ��Rﾃ����1,915,000 ����ﾃ����

給料手当 �"ﾃsィﾃs唐�2,700,176 塔Bﾃc#"�

役員退職慰労費 田津sS��69,750 ���

退職給付費 田津3#��63,560 迭ﾃsc��

社会保険料 鉄#rﾃscB�536,805 蔦津�C��

福利厚生費 ��#Bﾃs3��74,696 鉄�ﾃ�3R�

消耗品費 �#津�3��31,320 蔦"ﾆﾃヲ�

印刷製本糞 �3Rﾃ3CB�30,815 釘ﾃS#��

通信費 鉄2ﾃc#r�30,643 �#"ﾃ塔B�

旅費交通費 鉄2ﾃ3s2�26,126 �#rﾃ#Cr�

会合糞 鼎�Rﾃ�C"�368,114 �3bﾃ�#��

修繕費 ���33,454 蔦32ﾃCSB�

光熱水料費 ��cRﾃ3���166,030 蔦c3��

役務委託費 ���212,144 蔦#�"ﾃ�CB�

図書費 鉄Bﾃ����54,108 ���

損害保険料 ���づ�3B�118,092 蔦S��

賃借料 �32ﾃ��"�34,014 蔦�ﾃ��"�

諸謝金 都�ﾃ#���43,200 �#rﾃ����

租税公課 唐ﾃsC��156,382 蔦�Crﾃc32�

雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 評価損益等計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 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 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 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 鉄�津c�B�294,289 �##Rﾃ3#R�

289,603,434 �3�津ャrﾃゴ��-20,284,416 嫡"��

43,219,640 蔦"ﾃccRﾃS3r�45,885,177 ��

0 ���0 ��

43,219,640 蔦"ﾃccRﾃS3r�45,885,177 嫡2��

0 ���0 ��

0 ���0 ��

0 ���0 ��

43,219,640 蔦"ﾃccRﾃS3r�45,885,177 ��

1,336,077,101 ��ﾃ33づsC"ﾃc3��-2,665,537 ��

1,379,296,741 ��ﾃ33bﾃ�srﾃ����43,219,640 ��

0 ���0 ��

0 ���0 ��

0 ���0 ��

1,379,296,741 ��ﾃ33bﾃ�srﾃ����43,219,640 嫡B��



計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)公益法人会計基準(平成20年4月11日､改正平成21年10月16日　内閣府公益認定等委員会)を

適用している｡

(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の評価は､償却原価法による｡

(3)貯蔵品の評価基準及び評価方法

貯蔵品の評価は､最終仕入原価法によっている｡

(4)固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は､法人税法に定める定率法によっている｡

(5)退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金は､役員の退職慰労金及び職員の自己都合退職による期末要支給額を計上

している｡

(6)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込処理によっている｡

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窺及びその残高は次のとおりである｡

(単位　円)

科目 ���ｩih�8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�当期末残高 

基本財産 銀行預金 釘ﾃ#srﾃs���110,000,000 0 ��ﾃCCづs���112,829,000 

投資有価証券 都�Rﾃs#"ﾃ3������づSS�ﾃ3���597,171,000 

美術品 鼎3rﾃ�3�ﾃ�������437,030,000 

小計 ��ﾃ�Crﾃ�3�ﾃ����110,000,000 ����ﾃ���ﾃ����1,147,030,000 

特定資産 退職給付引当預金 ���ﾃCSBﾃ����0 ��Srﾃ����10,297,000 

小計 ���ﾃCSBﾃ����0 ��Srﾃ����10,297,000 

合計 ��ﾃ�SrﾃCィﾃ����110,000,000 ����ﾃ�Srﾃ����1,157,327,000 



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｡

(単位円) 

科目 �9hｯｩih�8ﾘ"�(うち指定正味財産 宙*H+�ｩLｩ�9j�ﾞ�蜥�(うち負債に 
からの充当租) �*�.x,ﾈ�9hｧ｢��対応する額) 

基本財産 銀行預金 ���"ﾃ�#津����- 茶��"ﾃ�#津�����- 

投資有価証券 鉄途ﾃ�s�ﾃ����- 茶S途ﾃ�s�ﾃ�����- 

美術品 鼎3rﾃ�3�ﾃ����- 茶C3rﾃ�3�ﾃ�����- 

小計 特定資産 退職給付引当預金 ��ﾃ�Crﾃ�3�ﾃ����- 茶�ﾃ�Crﾃ�3�ﾃ�����- 

10,297,000 辻�- 茶��ﾃ#途ﾃ�����

小計 合計 ���ﾃ#途ﾃ����- 辻�(10,297,000) 

1,157,327,000 辻�1,147,030,000 ���ﾃ#途ﾃ����

4.固定資産の取得価額､減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額､減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである｡

(単位　円)

科目 偃i;陋�｢�減価償却累計額 �9hｯｩih�8ﾘ"�

什器備品 ��2ﾃ�S2ﾃ#�B�12,396,001 都Srﾃ#�2�

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

(単位　円)

種類及び銘柄 �*�^ｸ廁ｧ｢�時価 儷ﾘ廂��b�

第109回利付国債(5年) 田Bﾃs#�ﾃ�S��65,402,740 田��ﾃc���

第299回利付国債(10年) 田津#sbﾃ#���73,179,750 �2ﾃ��2ﾃSS��

神奈川県第55回5年公募公債 ����ﾃ���ﾃ����100,220,800 �##�ﾃ����

政府保証第9回 株式会社日本政策投資銀行社債 涛津3��ﾃ����104,304,700 迭ﾃ��Bﾃs���

政府保証第27回株式会社日本政策投資 銀行社債 ����ﾃ���ﾃ����100,388,000 �3モﾃ����

政府保証第120回日本高速道路保有.倭 務返済機構債券 塔2ﾃピ2ﾃsS��88,374,755 釘ﾃS��ﾃ��R�

い第745号農林債 塔�ﾃ���ﾃ����80,274,640 �#sBﾃcC��

合計 鉄途ﾃ�s�ﾃ����612,145,385 ��Bﾃ都Bﾃ3コ�

以　上



附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

計算書類に対する注記2.に記載している｡

2.引当金の明細

(単位　円)

科目 弍ｨ���8ﾘ"�当期増加額 �9hｯｨﾋ淫ﾘｧ｢�弍ｩih�8ﾘ"�
目的使用 �+ｸ,ﾉ�ﾂ�

退職給付引当金 ���ﾃCSBﾃ����1,703,000 ��ﾃツ�ﾃ���� ���ﾃ#途ﾃ����

以　上



財産目録
平成28年3月31日現在

損保ジャパン日本興亜美術財団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位　円)

貸借対照表科目場所.物量等 劍諍w�mｩ4�9��金額 

(流動資産) 侏ｸｾ��手元保管 ��5ﾘ��ｾ��暮5ﾘ��ｾ��1,309,588 

銀行預金 有価証券 貯蔵品 未収金 仮払金 儿�,ｩv�ｾ��-ﾘ+�-仞(ﾗ9�h��i79�8迚5����"ﾃ��"ﾃSヲ�ﾆﾂﾃSc�ﾃ鉄b�

伊予銀行新宿支店 ��5ﾘ��ｾ��1,241,633 94,664,269 85,508,314 

FFF(フリーファイナンシャルファンド) 野村護券(秩)新宿野村ビル支店 ��5ﾘ��ｾ��

CRF(キャッシュリザーブファンド) 野村護券(秩)新宿野村ビル支店 ��5ﾘ��ｾ��9,155,955 

売店 佰h擁mｩ4倬hｼh,ﾉM�WｩV��23,181,967 716,019 198,479 

ぐるっとパス実行委員会 �*�.�,�,h7�5��亥ｩZ｢�

東日本旅客鉄道(秩) �5XuD4�y駅�ｬ�y{�ｸ傭�96,287 

頒布品購入者 儁�WｩV��2��y{��64,264 

(公財)新宿未来創造財団 儁�WｩV��2韜ik�ｼxﾏ�,ｩN��356,989 1,266,598 816,598 

東京労働事務管理協議会 刋ｩ:ﾙ]ｸﾊ��H蟀ZR�

美術公募団体(4団体) 俥�&8�ﾈ�ﾈｾ��450,000 

流動資産合計 劔133,941,030 

(固定資産) 基本財産 仞(ﾗ9v�ｾ��8ｨ��tﾈ幵��伊B�Oﾈ��V��普通預金無利息型 みずほ銀行新宿新都心支店 定期預金 みずほ銀行新宿新都心支店 利付国債 神奈川県公募公債 政府保証(樵)日本政策 投資銀行社債 政府保証日本高速道路保有. 債務返済機構債券 震林債 昭和53年8月3日に取得 東郷育児絵画142点 東郷育児収集絵画147点 東郷育児彫刻12点 東郷育児収集彫刻34点 東郷育児タペストリー2点 東郷育児収集 その他美術品8点 佰h擁mｩ4兢ｹtﾈﾞ�蝌,X*�.械�ﾏh擁mｩ4倬hｼh,ﾈﾞ�ﾋ�,h+X,B�暮w�+X,H*(.薬�ﾏh擁mｩ4兢ｹtﾈﾞ�蝌,X*�.械�ﾏh擁mｩ4倬hｼh,ﾈﾞ�ﾋ�,h+X,B�暮w�+X,H*(.薬�ﾏh擁mｩ4兢ｹtﾈﾞ�蝌,X*�.械�ﾏh擁mｩ4倬hｼh,仍�+X,H*(.薬�W8�(ﾈy<�.萎�蝌,X*�.薬�1,147,030,000 112,829,000 110,000,000 2,829,000 597,171,000 133,997,250 100,000,000 199,300,000 83,873,750 80,000,000 437,030,000 304,350,000 83,260,000 4,610,000 42,450,000 550,000 1,810,000 



貸借対照表科目場所.物量等 劍諍w�mｩ4�9��金額 

特定資産 その他 固定資産 ����XｸｹWB�定期預金 冩��X輯��kﾈ,���+x.����Xｾ��10,297,000 

引当預金 �冰ﾈｾ(ﾗ9�h�迚5��の支払いに備えた預金 

美術品 儖ﾈ��V��#95��公益目的保有財産であり､ 公益目的事業に供している○ ���2ﾃSSRﾃ�c��

什器備品 剏�v目的保有財産であり､ 公益目的事業に供しているo 都Srﾃ#�2�

固定資産合計 劔1,271,639,273 

うち公益目的保有財産 劔1,261,342,273 

うち引当資産 劔10,297,000 

資産合計 劔1,405,580,303 

(流動負債) 冕)ZXｾ����8ｾ��展覧会等美術館事業関係先 �5yyx檠5��N��H5�5�6(7B�F位ﾙN��Hﾔﾉ_�N�9��15,139,527 6,646,522 

頒布品関係先 儁�WｩV俎y?ﾉN��)萎ﾈﾊ�諍w�{�9��4,715,954 

新宿税務署 傲�N��R�2,584,700 

新宿年金事務所 安田日本興亜健康保険組合 その他 前売券購入者 倆�檠]ｸﾊ��8ﾈ饂｢��駟k��5�5�6(7IF位ﾙN��B�6Hｴ9�:I,ｩ�ﾙNⅹyﾘ馼檠N��w�H��mYV儂�9���/�-�*�.兒夷ｩ5xｬ�y{��474,774 717,577 71,600 

預り金 冩���R�+ﾈﾍ冽�5�5�6(7B�所得税､社会保険料､雇用 保険料､住民税等 都sRﾃC3R�

流動負債合計 劔15,986,562 

(固定負債) ����XｸｹWB�初9hｾ��役職員に対するもの 冩��X輯��kﾈ,���+x.����Xｾ��,ﾈ迚ZX*(,儖X*h+ﾘ.�,ﾂ�10,297,000 

固定負債合計 劔10,297,000 

負債合計 劔26,283,562 

正味財産 劔1,379,296,741 



正味財産増減計算書　内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

損保ジャパン日本興亜美術財団　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:円)

科目 佰h擁mｩ4��馼ｼh檍ﾇb�法人会計 (管理費) �>�YB�竧盾�ﾕH��当年度合計 

Ⅰ一般正味財産増減の部 1.経常増減の部 (1)経常収益 基本財産運用収益 澱ﾃc#2ﾃcCR�0 ��6,623,645 

基本財産利息収益 澱ﾃc#2ﾃcCR�0 �6,623,645 

事業収益 ���づs唐ﾃ�#R�0 �118,798,125 

受取観覧料 都�ﾃ�sRﾃ�S��0 �71,075,050 

出版事業収益 鼎�ﾃS�rﾃ�sR�0 �41,507,075 

公募展申込料 澱ﾃ#�bﾃ����0 �6,216,000 

受取寄付金 鉄づ#�bﾃ����21,300,000 �79,516,000 

受取寄付金 鉄づ#�bﾃ����21,300,000 �79,516,000 

受取協賛金 ��#�ﾃ3��ﾃ����0 �121,300,000 

受取協賛金 ��#�ﾃ3��ﾃ����0 �121,300,000 

雑収益 澱ﾃSコﾃ3�B�0 �6,585,304 

受取利息 塔づS3��0 �88,530 

雑益 経常収益計 (2)経常費用 事業費 澱ﾃC澱ﾃssB�0 �6,496,774 

311,523,074 �#�ﾃ3��ﾃ���� �33"ﾃ�#2ﾃ�sB�

282,466,438 ��� �#�"ﾃCcbﾃC3��

役員報酬 途ﾃ��Rﾃ����0 �7,905,000 

給料手当 鼎Rﾃ�3�ﾃ�c"�0 �45,830,162 

役員退職慰労費 �3迭ﾃ#S��0 �395,250 

退職給付費 ��ﾃ�cづcs"�0 �1,168,672 

社会保険料 途ﾃ3C津3�B�0 �7,349,314 

福利厚生費 ��ﾃs釘ﾃ#���0 �1,794,210 

展示糞 塔�ﾃC�2ﾃcS��0 �81,403,650 

助成費 唐ﾃ#SRﾃS#r�0 �8,255,527 

消耗品費 �"ﾃsコﾃ#C2�0 �2,785,243 

印刷製本費 �#rﾃc��ﾃピ��0 �27,611,879 

通信費 �"ﾃ�cBﾃcC��0 �2,064,640 

運搬費 ��ﾃ3C2ﾃssb�0 �1,343,776 

旅費交通費 ��ﾃ##づ�c��0 �1,228,160 

会合費 途ﾃ�srﾃs�"�0 �7,077,712 

修繕費 �"ﾃ��2ﾃイ��0 �2,103,840 

光熱水料糞 ��ﾃSSrﾃC3r�0 �1,557,437 

役務糞 ��ﾃ�3RﾃSCr�0 �1,135,547 

役務委託費 �#Bﾃ�c2ﾃCs��0 �24,063,471 

図書費 �#�bﾃピ"�0 �216,872 

損害保険料 �"ﾃSc2ﾃ��R�0 �2,563,115 

賃借料 �"ﾃcSづ#c��0 �2,658,268 

広報費 鼎Bﾃ#�BﾃCc��0 �44,214,468 

保全管理費 都投3���0 �798,109 

諸謝金 鉄C2ﾃC���0 �543,411 

租税公課 �2ﾃC3�ﾃC���0 �3,430,401 

什器備品減価償却費 鼎#bﾃCC��0 �426,440 



科目 佰h擁mｩ4��馼ｼh檍ﾇb�法人会計 (管理費) �>�YB�竧盾�ﾕH��当年度合計 

貯蔵品除去損 ��ﾃ�CBﾃ鉄��0 ��1,044,950 

雑費 ��ﾃC澱ﾃ��B�������������0 �1,496,914 

管理費 �7,136,996 �7,136,996 

役員報酬 �2,015,000 �2,015,000 

給料手当 �2,784,798 �2,784,798 

役員退職慰労糞 �69,750 �69,750 

退職給付費 �69,328 �69,328 

社会保険料 �527,764 �527,764 

福利厚生費 ���124,731 �124,731 

消耗品費 ���29,131 �29,131 

印刷製本糞 ���35,344 �35,344 

通信費 ���53,627 �53,627 

旅費交通費 ���53,373 �53,373 

会合費 ���405,042 �405,042 

光熱水料費 ���165,391 �165,391 

図書費 ���54,108 �54,108 

損害保険料 ���118,034 �118,034 

賃借料 ���33,012 �33,012 

諸謝金 ���70,200 �70,200 

租税公課 ���8,749 �8,749 

雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 評価損益等計 当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益 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 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 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 ���519,614 �519,614 

282,466,438 途ﾃ�3bﾃ涛b� �#ヲﾃc�2ﾃC3B�

29,056,636 ��Bﾃ�c2ﾃ��B� 鼎2ﾃ#�津cC��

0 ��� ���

29,056,636 ��Bﾃ�c2ﾃ��B� 鼎2ﾃ#�津cC��

0 ��� ���

0 ��� ���

0 ��� ���

29,056,636 ��Bﾃ�c2ﾃ��B� 鼎2ﾃ#�津cC��

1,336,077,101 

1,379,296,741 

0 

0 

0 

1,379,296,741 


