
（単位:円）
場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産)
  現金 手元保管 運転資金 2,048,272

  預金 千葉信用金庫三里塚支店 運転資金 13,551,935
  ゆうちょ銀行普通 　同上 1,010,641

  未収金 成田国際空港㈱他 入館料、出向者負担金等 1,276,638
成田空港ﾛｼﾞﾂﾃｨｯｸ㈱他 自販機収入等 240,677

    空港情報通信㈱ カード未収金 5,508,546
    公益部未収金 会計間未精算金 6,689,779

未収還付消費税 未収還付消費税 中間納付額の還付 4,222,000

  棚卸資産 博物館売店、空港売店他 商品、レストラン食材 18,875,500

仮払金 （財）関東電気保安協会 共生会館増築に伴う電気工事代 11,880

53,435,868
(固定資産)
基本財産

  基本財産預金 SMBC日興証券
公益目的保有財産であり､運用益を公益目
的事業共用の財源として使用している。

20,000,000

特定資産
  退職給付引当預金 千葉信用金庫預金 7,640,670
    社債 29,000,000
    
  減価償却引当預金 社債 51,000,000
    
    

博物館整備預金 千葉信用金庫預金 36,000,000
  社債 480,000,000
    
その他
固定資産 建物 1,364,168,669

　減価償却累計額 △ 571,526,702

  建物附属設備 24,780,939
　減価償却累計額 △ 19,045,062

  構築物 97,274,668
　減価償却累計額 △ 63,821,355

  車両運搬具 950,200
　減価償却累計額 △ 950,198

  什器備品 44,837,506
　減価償却累計額 △ 36,799,306

  展示品 650,077,489
　減価償却累計額 △ 505,514,137

  電話加入権 固定電話  4回線 共有財産 376,368
  保証金 山武郡芝山町岩山111-3 自動販売機保証金 550,000

1,608,999,749
1,662,435,617

(流動負債)
  買掛金 ㈱国際貿易　他 商品仕入代金 3,309,328

  未払金 職員 アルバイト分3月給与・通勤費 1,338,889
東京電力㈱ 3月電気料 1,205,297
社会保険事務所 3月分社会保険料 1,715,860
空港情報通信㈱ カード手数料他 1,407,709
ハマ内装 レストラン改修費 1,209,600
公益会計未払金 会計間未精算金 6,689,779
成田ｴｱｰﾎﾟｰﾄﾃｸﾉ㈱他 保守点検料他40件 864,773

  預り金 職員他 源泉所得税、住民税他 629,035

18,370,270
(固定負債)
  退職給付引当金 職員 職員に対する退職金の支給に備えるもの 36,640,670

36,640,670
55,010,940

1,607,424,677

資産合計

固定負債合計
負債合計
正味財産

流動負債合計

山武郡芝山町岩山111-3 公益目的事業に使用している

固定資産合計

　同上 　同上

　同上

　同上 　同上

資産の再取得に備えるものとして管理し
ている

公益目的事業、収益事業、法人会計の
共有財産

　同上

財産目録

平成29年 3月31日現在

展示品の維持管理に備えるものとして管
理している

　同上 　同上

職員に対する退職金の支給に備えるもの
として管理している

流動資産合計

貸借対照表科目

山武郡芝山町岩山111-3
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１　基本財産及び特定資産の明細

２　引当金の明細

(単位：円)

目的使用 その他

退職給付引当金 45,506,625 2,937,387 11,803,342 36,640,670

期末残高
当期減少額

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

科　　　目 期首残高 当期増加額
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１　重要な会計方針

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

　

２　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科　　　目 前期末残高 当期増加 当期減少 当期残高

基本財産

 社債 20,000,000 0 0 20,000,000

小計 20,000,000 0 0 20,000,000

特定資産

  退職給付引預金 45,506,625 2,937,387 11,803,342 36,640,670

  減価償却引預金 51,000,000 0 0 51,000,000

  博物館整備預金 545,000,000 0 29,000,000 516,000,000

小計 641,506,625 2,937,387 40,803,342 603,640,670

合計 661,506,625 2,937,387 40,803,342 623,640,670

財務諸表に対する注記

 建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品、展示品について定額法によっている。

（２）固定資産の減価償却について

（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（３）引当金の計上基準について

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、職員退職手当支給規程に基づき、当期末において発生していると
認められる額を計上している。

（４）消費税等の会計処理について

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。
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３　基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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

 社債 20,000,000 ( 20,000,000 ) - -

小計 20,000,000 ( 20,000,000 ) - -

特定資産

  退職給付引預金 36,640,670 - - ( 36,640,670 )

  減価償却引預金 51,000,000 - ( 51,000,000 ) -

  博物館整備預金 516,000,000 - ( 516,000,000 ) -

小計 603,640,670 - ( 567,000,000 ) ( 36,640,670 )

合計 623,640,670 ( 20,000,000 ) ( 567,000,000 ) ( 36,640,670 )

４　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)

会計区分 科　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

公益目的事業会計   建  物 1,212,031,349 508,678,250 703,353,099

  建物附属設備 11,965,518 7,117,920 4,847,598

  構築物 83,791,617 51,207,985 32,583,632

  車両運搬具 950,200 950,198 2

  什器備品 26,720,556 19,079,278 7,641,278

　展　示　品 650,077,489 505,514,137 144,563,352

1,985,536,729 1,092,547,768 892,988,961

収益事業会計   建  物 139,560,020 57,837,657 81,722,363

  建物付属設備 12,815,421 11,927,142 888,279

  構築物 13,483,051 12,613,370 869,681

  什器備品 18,116,950 17,720,028 396,922

183,975,442 100,098,197 83,877,245

法人会計   建  物 12,577,300 5,010,795 7,566,505

12,577,300 5,010,795 7,566,505

2,182,089,471 1,197,656,760 984,432,711合　　　計

小　　　計

小　　　計

小　　　計

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。
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