


















1 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・・・購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額との差額については、

重要性に乏しいため償却原価法は適用していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

商品・・・個別法に基づく原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・・定額法によっている。

車輌運搬具・・・定額法によっている。

リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。所有権移転ファイナンス・リース

取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の

方法によっている。

(4) 退職給付引当金の計上基準

期末要支給額に相当する金額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

（会計方針の変更）

　当期よりリース取引に関する会計基準を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の

売買処理に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上している。

　なお、リース取引に関する会計基準適用開始前のファイナンス・リース取引及び重要性の乏しいリース取引

については、引き続き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。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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額及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円）

投資有価証券

定期預金

寄付金積立資産

補償補填等積立資産

事業団合同事業積立資産

博物館40周年記念事業積立資産

財務諸表に対する注記

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

9,966,442 0 0 9,966,442

33,558 0 0 33,558

小 計 10,000,000 0 0 10,000,000

特定資産

退職給付引当資産 245,971,636 27,174,975 199,299 272,947,312

1,754,970 603,499 2,358,469 0

64,455,808 0 64,455,808 0

文化振興基金積立資産 920,000,000 0 0 920,000,000

0 5,613,000 1,963,000 3,650,000

0 1,100,000 0 1,100,000

小 計 1,232,182,414 34,491,474 68,976,576 1,197,697,312

合 計 1,242,182,414 34,491,474 68,976,576 1,207,697,312



3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 (単位：円）

投資有価証券

定期預金

文化振興基金積立資産

事業団合同事業積立資産

博物館40周年記念事業積立資産

4 担保に供している資産

　退職給付引当資産272,947,312円（帳簿価額）のうち105,971,636円（定期預金）及び文化振興基金積立資産

912,000,000円（帳簿価額）のうち111,000,000円（定期預金）は、短期借入金200,000,000円の担保に供している。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。 (単位：円）

車両運搬具

什器備品

リース資産

6 満期保有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）

科　　　　目 当期末残高
（うち指定正味財
産からの充当額）

（うち一般財産正味
財産からの充当額）

（うち負債に
対応する額）

基本財産

9,966,442 (9,966,442) (0) (0)

33,558 (33,558) (0) (0)

小 計 10,000,000 (10,000,000) (0) (0)

特定資産

退職給付引当資産 272,947,312 (0) (0) (272,947,312)

920,000,000 (919,460,000) (540,000) (0)

3,650,000 (3,650,000) (0) (0)

1,100,000 (1,100,000) (0)

小 計 1,197,697,312 (923,110,000) (1,640,000) (272,947,312)

合 計 1,207,697,312 (933,110,000) (1,640,000) (272,947,312)

科　　目 取得価格 減価償却累計額 当期末残高

その他固定資産

2,707,598 904,336 1,803,262

23,944,450 14,700,323 9,244,127

81,243,537 8,280,369 72,963,168

合　　　　　　計 107,895,585 23,885,028 84,010,557

科　　目 帳簿価額 時　　価 評価損益

大阪府公募公債（5年） 76,992,300 77,100,100 107,800

第91回共同発行地方債 99,969,904 103,110,000 3,140,096

第37回地方公共団体金融機構債 100,000,000 104,129,300 4,129,300

第370回大阪府公募公債 49,985,000 51,760,000 1,775,000

第51回地方公共団体金融機構債 199,831,720 209,620,000 9,788,280

第376回大阪府公募公債 19,920,800 20,960,000 1,039,200

第333回利付国債 41,999,821 43,937,082 1,937,261

第333回利付国債 24,989,643 26,152,500 1,162,857

第387回大阪府公募公債 29,974,103 30,879,000 904,897

第335回利付国債 36,909,841 38,466,680 1,556,839

第68回地方公共団体金融機構債 99,685,191 101,560,000 1,874,809

第236回政保日本高速道路保有債務返済機構 19,964,323 20,374,000 409,677

第326回利付国債 9,966,442 10,459,600 493,158

第326回利付国債 139,530,194 146,434,400 6,904,206

合　　　　　　計 949,719,282 984,942,662 35,223,380



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）

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位：円）

経常収益への振替額

事業費計上による振替額

9 その他

リース取引関係

ファイナンス・リース取引

・　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　 (１)リース資産の内容

　　リース資産 　施設予約システム

　　リース資産 　情報システム

　　リース資産 　ホールＡＶシステム

(２)リース資産の減価償却の方法

　　１.(３)のとおりである。

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

文化芸術振興費補助金／文化庁 0 7,100,000 7,100,000 0 一般正味財産

文化芸術振興費補助金／文化庁 0 4,765,371 4,765,371 0 一般正味財産

地域の特色ある埋蔵文化財活用事業補助金／
文化庁

0 1,000,000 1,000,000 0 一般正味財産

文化芸術振興費補助金／
(公財)新潟市芸術文化振興財団

0 1,215,480 1,215,480 0 一般正味財産

芸術文化復興支援基金助成金／
独立行政法人日本芸術文化振興会

0 5,613,000 1,963,000 3,650,000 指定正味財産

合　　計 0 19,693,851 16,043,851 3,650,000

内 訳 金 額

4,321,469

合 計 4,321,469



１．基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に掲載

２．引当金の明細 （単位：円）

附 属 明 細 書

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用

272,947,312

その他

退職給付引当金 245,971,636 27,174,975 199,299



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）
現金

県民会館 釣銭資金として 300,000
博物館 釣銭資金として 300,000
美術館 釣銭資金等として 526,457

普通預金
総務部
　岩手銀行県庁支店 運転資金として 226,723,244
県民会館
　岩手銀行県庁支店 委託販売入場券等預り金 7,811,100
博物館
　岩手銀行松園支店 入館料等預り金　等 1,577,953
美術館
　岩手銀行本宮支店 入館料等預り金 926,600

未収金
総務部 未収利息　他 447,769
県民会館 事業精算に係る委託料　他 23,377,629
埋蔵文化財センター 事業精算に係る委託料　他 357,989,491
博物館 事業精算に係る委託料　他 80,165,911
美術館 事業精算に係る委託料　他 7,235,930

前払金 退職金共済掛金　他 1,255,282
商品 博物館、美術館 ショップ用商品 2,364,154
立替金 68,972

711,070,492

（固定資産）
基本財産

有価証券 第326回利付国債 公益目的事業財産であり、
運用益を法人会計財源とし
て使用している。

9,966,442

定期預金 同上 33,558

特定資産
退職給付引当資産

投資有価証券
第326回利付国債

職員に対する退職金の支払
いに備えたものであり、運
用益を法人会計財源に使用
している。

139,530,194

定期預金 同上 133,417,118

寄付金積立資産
普通預金 公益目的事業を実施するた

めに募集した寄付金であ
り、公益事業財源として使
用している。

0

補償補填等積立資産
普通預金 健全財政を維持し運営する

ことを目的とした積立資産
0

普通預金 県立博物館創立40周年　特
別企画展開催を目的とした
積立資産

1,100,000

事業団合同事業実施資産

普通預金 事業団合同事業を実施する
ために交付された助成金で
あり、公益事業財源として
使用している。

3,650,000

財　産　目　録
平成29年3月31日現在

貸借対照表科目

流動資産合計

博物館創立40周年企画
展実施積立資産



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

財　産　目　録
平成29年3月31日現在

貸借対照表科目

(特定資産） 文化振興基金資産
定期預金 公益目的事業財産であり運

用益を公益事業財源として
使用している。

111,777,354

普通預金 同上 8,000,000

投資有価証券
第376回大阪府公募公債他

同上 800,222,646

（その他固定資産）

車両運搬具(収益) 県民会館所有 公用車プリウス 1,803,262

什器備品（公益）
埋蔵文化財センター所有 エアコン　等 3,717,279
博物館所有 ＰＯＳレジ　等 407,531
美術館所有 芝刈り機 293

什器備品（収益）
県民会館所有 施設受付管理システム 4,951,441

什器備品（法人）
総務部所有 会計システム　他 167,583

リース資産（公益）
美術館所有 情報システム 55,659,173

リース資産（収益）
県民会館所有 施設予約システム 17,303,995

1,291,707,869
2,002,778,361

（流動負債）
未払事業費

総務部 ３月分各種業務委託料　他 5,148,846
県民会館 ３月分各種業務委託料　他 23,271,513
埋蔵文化財センター ３月分各種業務委託料　他 106,217,322
博物館 ３月分各種業務委託料　他 55,865,860
美術館 ３月分各種業務委託料　他 42,109,832

未払消費税
総務部 精算に伴う消費税額 5,241,034
県民会館 精算に伴う消費税額 5,682,100
埋蔵文化財センター 精算に伴う消費税額 28,573,566
博物館 精算に伴う消費税額 12,881,600
美術館 精算に伴う消費税額 0

未払法人税
県民会館 法人税精算額 1,189,200

前受金
県民会館 翌年度事業入場券代　他 10,391,207

預り金
総務部 社会保険料預り金　他 308,124
県民会館 社会保険料預り金　他 9,162,341
埋蔵文化財センター 社会保険料預り金　他 5,593,896
博物館 社会保険料預り金　他 8,981,544
美術館 社会保険料預り金　他 232,292

短期借入金
運転資金に充てるための借入れ 200,000,000

リース債務 　

貸借対照表日後１年以内に
支払の期限が到来するリー
ス債務

15,943,281

536,793,558

固定資産合計
　　資産合計

流動負債合計



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

財　産　目　録
平成29年3月31日現在

貸借対照表科目

（固定負債）

リース債務

貸借対照表日後１年を超え
て支払の期限が到来する
リース債務

57,019,887

退職給与引当金 職員に対する退職手当相当額 272,947,312

329,967,199

866,760,757

1,136,017,604

固定負債合計

　　負債合計

　　正味財産


