




















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。

なお、重要性の乏しい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。

(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

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

小 計 1,197,697,312 38,049,043 8,886,590 1,226,859,765

合 計 1,207,697,312 38,049,043 8,886,590 1,236,859,765

3,650,000 385,420 1,391,590 2,643,830

1,100,000 2,500,000 0 3,600,000

退職給付引当資産 272,947,312 35,163,623 0 308,110,935

文化振興基金積立資産 920,000,000 0 7,495,000 912,505,000

小 計 10,000,000 0 0 10,000,000

特定資産

基本財産

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

33,558 0 0 33,558

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



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 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

5 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）

合　　　　　　計 872,726,982 902,757,840 30,030,858

第326回利付国債 9,966,442 10,383,900 417,458

第326回利付国債 139,530,194 145,374,600 5,844,406

第68回地方公共団体金融機構債 99,685,191 101,510,000 1,824,809

第236回政保日本高速道路保有債務返済機構 19,964,323 20,400,000 435,677

第387回大阪府公募公債 29,974,103 30,822,000 847,897

第335回利付国債 36,909,841 38,381,950 1,472,109

第333回利付国債 41,999,821 43,723,890 1,724,069

第333回利付国債 24,989,643 26,025,000 1,035,357

第51回地方公共団体金融機構債 199,831,720 208,160,000 8,328,280

第376回大阪府公募公債 19,920,800 20,824,000 903,200

第37回地方公共団体金融機構債 100,000,000 103,387,500 3,387,500

第370回大阪府公募公債 49,985,000 51,495,000 1,510,000

科　　目 帳簿価額 時　　価 評価損益

第91回共同発行地方債 99,969,904 102,270,000 2,300,096

123,831,719 31,436,692 92,395,027

合　　　　　　計 153,169,250 49,762,513 103,406,737

2,707,598 1,356,504 1,351,094

26,629,933 16,969,317 9,660,616

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

小 計 1,226,859,765 (915,148,830) (3,600,000) (308,110,935)

合 計 1,236,859,765 (925,148,830) (3,600,000) (308,110,935)

2,643,830 (2,643,830) (0) (0)

3,600,000 (0) (3,600,000) (0)

退職給付引当資産 308,110,935 (0) (0) (308,110,935)

912,505,000 (912,505,000) (0) (0)

小 計 10,000,000 (10,000,000) (0) (0)

特定資産

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

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

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



6 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）

7 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

8 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 　県民会館施設予約システム

　　リース資産   埋蔵文化財センターパソコン

　　リース資産 　美術館情報システム

　　リース資産 　美術館ホール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。

・　所有権移転ファイナンス・リース取引

　 (１)リース資産の内容

　　リース資産 　被災文化財対応特型蛍光Ｘ線分析装置

　　リース資産   リーフキャスティングマシーン

(２)リース資産の減価償却の方法

　　１.(３)のとおりである。

合 計 8,740,852

内 訳 金 額

8,740,852

合　　計 3,650,000 11,258,939 12,265,109 2,643,830

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

3,650,000 385,420 1,391,590 2,643,830 指定正味財産

地域の特色ある埋蔵文化財活用事業補助金／
文化庁

0 1,360,000 1,360,000 0 一般正味財産

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 9,513,519 9,513,519 0 一般正味財産

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



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）

308,110,935

その他

退職給付引当金 272,947,312 35,163,623

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



（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 195,000

博物館 釣銭資金として 300,000

美術館 釣銭資金等として 523,087

普通預金

総務部

　岩手銀行県庁支店 運転資金として 89,600,032

  東北銀行本店 運転資金として 2,697

博物館

　岩手銀行松園支店 入館料等預り金　等 1,288,163

美術館

　岩手銀行本宮支店 入館料等預り金 798,475

立替金

美術館 ワークショップ保険料 2,500

未収金

総務部 消費税還付金、他 3,742,142

県民会館 事業精算に係る委託料　他 26,108,119

埋蔵文化財センター 事業精算に係る委託料　他 325,331,869

博物館 事業精算に係る委託料　他 88,034,682

美術館 事業精算に係る委託料　他 7,001,978

前払金 退職金共済掛金　他 975,200

商品 博物館、美術館 ショップ用商品 2,039,417

545,943,361

（固定資産）

基本財産
有価証券 第326回利付国債 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 168,580,741

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

3,600,000

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。

2,643,830

文化振興基金資産
定期預金 公益目的保有財産であり運

用益を公益事業財源として
使用している。

189,274,654

投資有価証券
第376回大阪府公募公債他

同上 723,230,346

財　産　目　録
平成30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30年3月31日現在

貸借対照表科目

（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 1,351,094

什器備品（公益）

埋蔵文化財センター所有 エアコン　等 3,006,963

博物館所有 ＰＯＳレジ　等 248,062

美術館所有 芝刈り機等 2,684,087

什器備品（収益）

県民会館所有 施設受付管理システム 3,659,761

什器備品（法人）

総務部所有 会計システム　他 61,743

リース資産（公益）

埋蔵文化財センター所有 パソコン 3,445,196

博物館所有 蛍光Ｘ線分析装置　他 31,929,944

美術館所有 情報システム　他 43,893,365

リース資産（収益）

県民会館所有 施設予約システム 13,126,522

1,340,266,502

1,886,209,863

（流動負債）

未払金

総務部 ３月分各種業務委託料　他 12,033,952

県民会館 ３月分各種業務委託料　他 21,323,833

埋蔵文化財センター ３月分各種業務委託料　他 136,561,935

博物館 ３月分各種業務委託料　他 60,363,253

美術館 ３月分各種業務委託料　他 61,423,421

未払消費税

総務部 精算に伴う消費税額 4,372,600

県民会館 精算に伴う消費税額 7,128,000

埋蔵文化財センター 精算に伴う消費税額 22,956,560

博物館 精算に伴う消費税額 12,550,100

美術館 精算に伴う消費税額 5,458,440

未払法人税

県民会館 法人税精算額 1,716,300

前受金

県民会館 翌年度事業入場券代　他 1,120,000

預り金

総務部 社会保険料預り金　他 459,053

県民会館 社会保険料預り金　他 588,658

埋蔵文化財センター 社会保険料預り金　他 5,248,992

博物館 社会保険料預り金　他 2,860,978

美術館 社会保険料預り金　他 1,213,484

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

29,929,063

387,308,622

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30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

58,593,632

退職給与引当金 職員に対する退職手当相当額 308,110,935

366,704,567

754,013,189

1,132,196,674

固定負債合計

　　負債合計

　　正味財産


