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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 

      償却原価法（定額法）によっている。 

        ・その他の有価証券 

時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価法によっており、時価のないもの 

     は移動平均法による原価法によっている。 

（2） 固定資産の減価償却の方法 

       定額法によっている。 

（3） 引当金の計上基準 

       ・賞与引当金は支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。 

・退職給付引当金は役職員の期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。 

(4)  キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

    資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。 

 (5)  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) 

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 

定期預金 10,000,000 0 0 10,000,000 

小 計 10,000,000 0 0 10,000,000 

特定資産 

 退職給付引当資産 

 減価償却引当資産 

投資有価証券差額積立資産

投資有価証券 

（満期保有目的の債券）

（その他の有価証券）

13,185,122 

1,743,449 

450,002 

11,654,069,998 

(4,999,549,998)

(6,654,520,000)

1,745,920 

0 

0 

16,666 

(16,666)

(0)

      0 

0 

16,666 

39,790,000 

(0)

(39,790,000)

14,931,042 

1,743,449 

433,336 

11,614,296,664 

(4,999,566,664)

(6,614,730,000)

小 計 11,669,448,571 1,762,586 39,806,666 11,631,404,491 

合 計 11,679,448,571 1,762,586 39,806,666 11,641,404,491 
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３．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。          

 (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 

定期預金 10,000,000 (10,000,000)   (0) － 

小 計 10,000,000 (10,000,000)   (0) － 

特定資産 

 退職給付引当資産 

 減価償却引当資産 

投資有価証券差額積立資産

投資有価証券 

14,931,042

1,743,449

433,336

11,614,296,664

－ 

  （0）

（0）

（0）

－ 

 (1,743,449)

(0)

(6,614,730,000）

(14,931,042)

－ 

   (433,336)

(4,999,566,664)

小 計 11,631,404,491 （0） (6,616,473,449) (5,014,931,042)

合 計 11,641,404,491 (10,000,000) (6,616,473,449) (5,014,931,042)

４．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 

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)

種類及び銘柄 帳簿価額 時  価 評価損益 
国債（第 42回利付国債） 

国債（第 148回利付国債） 

地方債（第 16回千葉県債） 

政府関係機関債（第 216回高速道路機構債） 

政府関係機関債（第 234回地方金融機構債） 

政府関係機関債（第 217回地方金融機構債）

499,566,664 

1,000,000,000 

400,000,000 

400,000,000 

1,200,000,000 

1,500,000,000 

623,550,000 

1,183,800,000 

467,520,000 

466,680,000 

1,406,520,000 

1,798,200,000 

123,983,336 

183,800,000 

67,520,000 

66,680,000 

206,520,000 

298,200,000 

合計 4,999,566,664 5,946,270,000 946,703,336 

  ※時価については、日本証券業協会公表の平均値単価を採用し、計算している。 

５．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) 

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 

青森県原子力施設

立地振興対策事業

費補助金 

青森県 － 490,000,000 490,000,000 － － 

６．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 

(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。 

前期末 当期末 
現金預金勘定           360,000,336 円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金        0 円 

現金及び現金同等物        360,000,336 円 

現金預金勘定           340,134,959 円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  －160,000,000 円 

現金及び現金同等物        180,134,959 円 

(2) 重要な非資金取引は以下のとおりである。 

前期末 当期末 

特定資産評価損            154,660,000 円 特定資産評価損            39,790,000 円 
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附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細 

   財務諸表に対する注記２で記載しているので、省略する。 

２．引当金の明細                              (単位:円) 

科 目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

賞与引当金 

退職給付引当金 

2,616,068 

13,185,122 

2,338,086 

1,745,920 

2,616,068 

  0 

0 

0 

2,338,086 

14,931,042 
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場所・物量等 使用目的等

  (流動資産)

  現金預金 普通預金　青森銀行県庁支店 運転資金として

  定期預金　みちのく銀行青森支店 運転資金として

  未収金 18ヶ所 有価証券利息他

  前払金 １ヶ所 ４月分家賃等

  貯蔵品 有料道路回数カード、切手

  (固定資産)

　　基本財産 定期預金 定期預金　青森銀行県庁支店
公益目的保有財産であり、運用益を事業の財
源として使用している。

    特定資産 退職給付引当資産 普通預金　みちのく銀行青森支店 退職給付の引当資産である。

    減価償却引当資産 普通預金　みちのく銀行青森支店 什器備品等減価償却の引当資産である。

投資有価証券差額
  積立資産

普通預金　みちのく銀行青森支店
債券購入額と額面の差額積立であり、運用益及び償却
原価分を公益目的事業の財源として使用している。

    投資有価証券 借入資産　第42回利付国債他５債券
運用益を公益目的事業の財源として使用して
いる。

自己資産　第13回利付国債他４債券
運用益を公益目的事業及び管理費の財源とし
て使用している共用資産である。

  運営基盤安定化資産　円貨建外債 運用益を管理費の財源として使用している。

　　その他固定資産 什器備品 応接セット他７点 管理運営の用に供している。

  減価償却累計額 什器備品の減価償却額

    電話加入権 ３回線 管理運営の用に供している。

   固定資産合計

     資産合計

  (流動負債)

  未払金 16ヶ所 事業費、管理費の未払い分

  預り金 源泉所得税他 役職員の源泉所得税他の預り分

  短期借入金 青森銀行県庁支店
地方公共団体借入金返済充当の一時借入であ
り、公益目的事業の負債である。

１年内返済予定
  長期借入金

青森県 公益目的事業の資金拠出原資として

  賞与引当金 ５名分 役職員に対する賞与の支払いに備えたもの

   流動負債合計

  (固定負債)

  退職給付引当金 ３名分 役職員に対する退職金の支払いに備えたもの

   固定負債合計

     負債合計

     正味財産

5,012,975,940

14,931,042

6,977,745,947

14,931,042

5,027,906,982

10,190,047

447,807

3,000,000,000

2,000,000,000

2,338,086

587,300,000

2,617,956

△ 1,417,949

12,005,652,929

220,584

11,642,825,082

14,931,042

1,743,449

433,336

4,999,566,664

6,027,430,000

10,468

   流動資産合計 362,827,847

10,000,000

180,134,959

160,000,000

22,229,184

453,236

財産目録

平成30年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目 金        額

12


