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９.関連当事者との取引の内容

（財）日本音楽財団

（宗）妙香寺

（財）浜松市文化振興財団

同　　上

（株）千修

－合      計 36,155,000 (30,255,000) (5,900,000)

－

小      計 5,600,000 － (5,600,000) －

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。

該当なし

該当なし

合      計 0 2,170,000 2,170,000 0

0

－

　下谷奨励賞奨励金 300,000 300,000

１０.重要な後発事象

0

助成金

　コンテスト奨励金 270,000 270,000

0

　記念碑保存奨励金 100,000 100,000

　コンテスト補助金 500,000 500,000

0

補助金等の名称

0

補助金

　講習会奨励金 1,000,000 1,000,000

前期末残高 当期増加額

８.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)

当期減少額 当期末残高
貸借対照表上
の記載区分

交付者

６.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

７.保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

－

５.担保に供している資産

該当なし

小      計 30,255,000 (30,255,000) (0)

2,000,000 (2,000,000)

定期預金 30,255,000 (30,255,000) (0) －

基本財産

(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)

４.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。

合      計 30,255,000 0 0 30,255,000

10,000,000

10,000,0000みずほ銀行市ヶ谷支店　定期 10,000,000 0

三菱東京ＵＦＪ銀行市ヶ谷支店　定期 10,000,000 0 0

10,255,000

(単位：円)
科　　　  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

三井住友銀行新宿西口支店　定期 10,255,000 0

財務諸表に対する注記

１.重要な会計方針

基本財産

２.会計方針の変更

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

該当なし

消費税等の会計処理

３.基本財産の増減額及びその残高

特定資産

0

退職給付引当資産 300,000 － (300,000) －

小      計 300,000 － (300,000) －

特定資産

公益認定記念総会特定費用準備資金

2,200,000 － (2,200,000) －

1,400,000 － (1,400,000) －

50周年記念事業特定費用準備資金

ソロコンテスト特定費用準備資金



（単位：円）　
科　　目 部門

Ⅰ資産の部

１ 流動資産

　　現    金

本部 本部 189,734

支部 支部 740,196

    銀行預金

　　　 　　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行市ヶ谷支店普通預金 本部 2,459,556

　　　 　　　　　三井住友銀行新宿西口支店普通預金 本部 5,463,599

　　　 　　　　　みずほ銀行市ヶ谷支店普通預金 本部 1,286,706

　　　 　　　　　ゆうちょ銀行総合口座 本部 4,306,782

　　　 　　　　　郵便振替口座 本部 2,280

（北海道支部） 北洋銀行恵庭中央支店普通預金 支部 122,412

（東北支部） 七十七銀行八木山支店普通預金 支部 199,140

（東北支部） 七十七銀行本店普通預金 支部 121,106

（岩手県部会） ゆうちょ銀行通常貯金 支部 410,487

（宮城県部会） ゆうちょ銀行通常貯金 支部 651,484

（宮城県部会） ゆうちょ銀行通常貯金 支部 15,044

（東京神奈川部会） みずほ銀行芝支店普通預金 支部 533,022

（山梨県部会） 山梨中央銀行武田通支店普通預金 支部 673,318

（栃木県部会） ゆうちょ銀行通常貯金 支部 1,000

（関西支部） みなと銀行伊丹支店普通預金 支部 24,253

（中国支部） 広島銀行戸坂支店普通預金 支部 148,723

（四国支部） 愛媛銀行末広町支店普通預金 支部 276,589

（四国支部） 伊予銀行今治支店普通預金 支部 33,337

（九州支部） 肥後銀行京町支店普通預金 支部 60,443

（熊本県部会） 肥後銀行京町支店普通預金 支部 688,977

（宮崎県部会） 宮崎銀行鷹尾支店普通預金 支部 109,043

（福岡県部会） 西日本シティ銀行住吉支店普通預金 支部 113,360

（大分県部会） 九州労働金庫佐伯支店普通預金 支部 40,784

　　未収金((財）浜松市文化振興財団の補助金及び奨励金) 本部 770,000

　　　 　　　　　　流動資産合計 19,441,375

２ 固定資産

　　　 基本財産（公益事業基金）

　　　 　三井住友銀行新宿西口支店定期預金 本部 10,255,000

　　　 　みずほ銀行市ヶ谷支店定期預金 本部 10,000,000

　　　 　三菱東京ＵＦＪ銀行市ヶ谷支店定期預金 本部 10,000,000

　　　 　　　　　　基本財産合計 30,255,000

　　　 特定資産（退職給付引当資産）

　　　 　ゆうちょ銀行貯蓄口座 本部 300,000

　　　 特定資産（特定費用準備資金）

　　　 　５０周年記念事業　ゆうちょ銀行定期 本部 2,200,000

　　　 　ソロコンテスト　　ゆうちょ銀行定期 本部 1,400,000

　　　 　公益認定記念総会　ゆうちょ銀行定期 本部 2,000,000

　　　 　　　　　　特定資産合計 5,900,000

　　　 　　　　　　固定資産合計 36,155,000

　　　 　　　　　　資産合計 55,596,375

Ⅱ負債の部

　　　 退職給付引当金 本部 300,000

　　　 　　　　　　固定負債合計 300,000

　　　 　　　　　　負債合計 300,000

Ⅲ正味財産の部

　　　 　　　　　　正味財産 55,296,375

財 産 目 録

平成２３年３月３１日現在

金　　額













(単位：円)

前期末残高 当期末残高

24,166,333 18,671,375

1,155,453 770,000

25,321,786 19,441,375

25,321,786 19,441,375次期繰越収支差額

２.次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科　　　  目

　　　　未　　　 収　　　 金

合      計

　　　　現　　金　　預　　金

　なお、前期末及び当期末残高は、下表２に記載するとおりである。

収支計算書に対する注記

１.資金の範囲

　資金の範囲には、現金預金及び未収金を含めている。


