
財務諸表に対する注記

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は、償却原価法（定額法）によっている。

　(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっている。

　　　② 退職給付引当金

　　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

　　　　　職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、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。

　(3) 固定資産の減価償却の方法

　　　① 車両運搬具及び什器備品
　　　　 定額法によっている。

　　　② ソフトウエア
　　　　 法人内における利用可能期間（５年）に基づき定額法によっている。

　(4) 引当金の計上基準

　　　① 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。

　　　③ 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
　　　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引
　　　き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格変動について僅少なリスクし
　　　か負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

　(6) 税効果会計の適用について

　　　　税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正
　　　な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

　(7) 消費税等の会計処理



２　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　投資有価証券

小　　計

特定資産

　退職給付引当資産

　新宿ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ積立資産

498,545,000

科　　目

63,558,516

498,378,000

500,000,000 167,000

100,000,000

10,881,453 11,630,233

106,000,000

基本財産

　定期預金

当期末残高

　　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)

0 167,000 1,455,0001,622,000

前期末残高 当期増加額 当期減少額

41,992,015 25,494,022 862,535,315

41,825,015

－

9,000,000 1,500,000

165,978,806

0

25,327,022

　　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。

当期末残高

　子どもフェスタ積立資産

346,037,322

科　　目

合　　計

　固定資産取得積立資産

小　　計

1,500,000 0 3,000,000

167,000

0

10,500,000

6,000,000

(うち負債に対応
する額)

(うち一般正味財
産からの充当額)

－

62,809,736

186,225,579

－

362,535,315

167,000 500,000,000

0

(うち指定正味財
産からの充当額)

7,696,78927,943,562

(498,545,000)

３　基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

－

　新宿文化センター周年事業積立
　資産

1,500,000

846,037,322

基本財産

　退職給付引当資産

　投資有価証券

(1,455,000)　定期預金

特定資産

－

(10,500,000)

(500,000,000)

1,455,000

498,545,000

10,500,000　子どもフェスタ積立資産

小　　計 500,000,000

62,809,736 － (62,809,736)

(186,225,579)

－

　新宿文化センター周年事業積立
　資産

－

－

合　　計

　固定資産取得積立資産

　新宿ｼﾃｨﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ積立資産

186,225,579

－

－

(299,725,579)362,535,315

(3,000,000)

(62,809,736)

－

(100,000,000)

－

小　　計

862,535,315

100,000,000

(62,809,736)(299,725,579)(500,000,000)

－

－

－

－3,000,000



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)

(単位：円)

当期末

残高

新宿区 - -

文化庁 - -

公益財団
法人東京
都歴史文
化財団

- -

独立行政法人
国立青少年教
育振興機構

- -

- -

2,782,000

3,190,000

514,417,269

交付者

補助金

合　　計

　子ども夢基金

199,998,000 202,780,000

102,620,000

1,196,142,989

259,456

利付国庫債券10年313回

(単位：円)

貸借対照表上の
記載区分

-514,417,269

518,406,447

100,000,000 101,210,000 1,210,000

-

-

-

539,722

259,456

1,364,760,000

59,532,511297,167,489

６　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

356,700,000

　　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。

当期増加額
前期末
残高

-

当期減少額

2,187,500

168,617,011

補助金等の名称

　｢生活者としての外国
 人｣のための日本語教育
 事業

利付国庫債券20年125回

利付国庫債券10年338回

地方公共団体金融機構債10年98回

合　　計

　公益財団法人東京都歴
　史文化財団共催負担金

3,190,000

539,722

　新宿区補助金

518,406,447

100,432,500

4,950,500

減価償却累計額

　　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。

４　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

31,815,720

　　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。

184,942,818269,877,094

82,600,598 48,431,659

科　　目

車両運搬具

什器備品

ソフトウエア

当期末残高

1,466,288

取得価額

131,032,257

102,905,000

評価損益帳簿価額

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

19,496,811

102,078,617

498,545,000 601,450,000

3,484,212

86,539,099 15,539,518

種類及び銘柄

利付国庫債券20年114回

84,934,276

時価

12,318,909

合　　計

リース資産



　　　　該当なし。

９　リースにより使用する固定資産

　(1) 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

　　　リース資産の内容

　　　　その他固定資産

　　　　

（単位:円）

現金預金勘定

10,687,672

　　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。　

内　　容

610,310,268

（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

10,687,672

　基本財産受取利息計上による振替額

2,254,852

経常収益への振替額

合　　計

1,424,959

△ 198,378,000預入期間が3ヶ月を超える定期預金

現金及び現金同等物

　新宿コズミックセンター駐車場発券機及び全自動料金精算機リース（什器備品）、新
　宿歴史博物館カラー印刷機（什器備品）、監視用テレビカメラシステム一式（什器備
　品）、新宿文化センターカラー印刷機（什器備品）、新宿コズミックセンターカラ
　ー印刷機（什器備品）、地域センター受付システム（什器備品）及び新宿コズミック
　センター券売機（什器備品）である。

　                                                                    (単位：円)

　(1） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとお
　　　 りである。

金　　額

現金預金勘定

前期末

現金及び現金同等物

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △ 198,545,000

393,232,839 411,765,268

繰延税金資産

８　キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

10　税効果会計関係

　(2） 重要な非資金取引

当期末

591,610,839

4,260,797

賞与引当金

580,986退職給付引当金損金算入限度超過額

　(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

未払事業税否認



１．基本財産及び特定資産の明細

63,558,516

049,083,627

0退職給付引当金 10,881,453

47,165,903

11,630,233

科　目 期首残高 当期増加額
当期減少額

目的使用

47,165,903

　　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２．基本財産及び特定資産
　の増減額及びその残高に記載している。

62,809,736

その他
期末残高

(単位:円)　

附属明細書

　(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

49,083,627賞与引当金

２．引当金の明細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

11　金融商品の状況

　(1) 金融商品に対する取組方針

　(2) 金融商品の内容及びそのリスク

　　　② 信用リスクの管理
　　　　 債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

　当法人は、公益目的事業の財源を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。な
お、デリバティブ取引は行わない方針である。

　投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされて
いる。

　　　① 資金運用規程に基づく取引
　　　　 金融商品の取引は、当法人の資金運用規程に基づき行う。

　　　③ 市場リスクの管理
　　　　 債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。


