
（２８）公益財団法人 鳥取県栽培漁業協会

財務諸表に対する注記

附属明細書

財産目録 
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（２９）公益財団法人 鳥取県魚の豊かな川づくり基金

財務諸表に対する注記

附属明細書 

財産目録



７　財務諸表に対する注記、附属明細書

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　　　移動平均法による原価法によっている。

２．基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

３．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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。

５．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。

 経常収益への振替額

   基本財産受取利息

１．基本財産の明細
基本財産の明細については、上記財務諸表に対する注記の２において記載している。

(4,000,000) (0) -   普通預金（鳥取県信用漁業協同組合連合会） 4,000,000

     鳥取県平成19年度第7号債 300,000,000 (300,000,000) (0) -
   定期預金（株式会社大和ネクスト銀行） 296,000,000 (296,000,000) (0) -

9,369,616

合　　　　計 9,369,616

附属明細書

合　　　　計 596,000,000 596,000,000 0

（単位：円）

内　　　　　　容 金　　額

   鳥取県平成19年度第7号債 300,000,000 300,000,000 0

 定期預金（株式会社大和ネクスト銀行） 296,000,000 296,000,000 0

（単位：円）
種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

 鳥取県債

小　　　　計 600,000,000 (600,000,000) (0) -
合　　　　計 600,000,000 (600,000,000) (0) -

   投資有価証券（鳥取県債）

科　　　　目 当期末残高
(うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に

対応する額)産からの充当額) 産からの充当額)

 基本財産

（単位：円）

   定期預金（株式会社大和ネクスト銀行） 0 296,000,000 0 296,000,000

小　　　　計 600,000,000 300,000,000 300,000,000 600,000,000

   普通預金（鳥取県信用漁業協同組合連合会） 4,000,000 4,000,0000 0

     鳥取県平成19年度第7号債 300,000,000 0 0 300,000,000

合　　　　計 600,000,000 300,000,000 300,000,000 600,000,000

   投資有価証券（鳥取県債）

     鳥取県平成18年度第7号債 300,000,000 0 300,000,000 0

財務諸表に対する注記

（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
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８　財産目録

場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産)

預金 普通預金
 鳥取県信用漁業協同組合
 連合会本店

運転資金として 5,019,133

未収金 鳥取県 平成28年度ふれあい事業助成費として
（平成28年度魚を育む内水面漁業活動
支援事業費補助金）

508,490

前払金 鳥取労働局 概算払済み平成28年度労働保険料確定
による充当額

1,238

5,528,861

(固定資産)

基本財産 投資有価証券 鳥取県平成19年度第7号債 公益目的保有財産であり、運用益を公
益目的事業の財源として使用してい
る。

240,000,000

投資有価証券 鳥取県平成19年度第7号債 公益目的事業に必要な業務又は活動の
用に供する財産であり、運用益を管理
費の財源として使用している。

60,000,000

預金 定期預金
 株式会社大和ネクスト銀行

公益目的保有財産であり、運用益を公
益目的事業の財源として使用する。

296,000,000

預金 普通預金
 鳥取県信用漁業協同組合
 連合会本店

公益目的保有財産であり、公益目的事
業の財源として使用する。

3,600,000

預金 普通預金
 鳥取県信用漁業協同組合
 連合会本店

公益目的事業に必要な業務又は活動の
用に供する財産であり、管理費の財源
として使用する。

400,000

600,000,000

605,528,861

(流動負債)

未払金 日野川水系漁業協同組合に
対する未払額

増殖促進事業助成費未払い分 2,315,000

NTT西日本に対する未払額 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続関係（3月分）未払い分 5,286

NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株)に
対する未払額

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続関係（3月分）未払い分 2,106

預り金 職員からの預り額 源泉所得税（1～3月分） 6,650

2,329,042

2,329,042

603,199,819　　 正味財産

 固定資産合計

　　 資産合計

 流動負債合計

　　 負債合計

財　　産　　目　　録

平成29年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目

 流動資産合計
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（３０）鳥取県土地開発公社

キャッシュ・フロー計算書

注記事項

財産目録



円

Ⅰ　事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業収入 0

その他事業収入 0

補助金収入 866,722

公有地取得事業支出 0

その他事業支出 0

人件費支出 △ 111,030

その他の業務支出 △ 596,061

小　　　　計 159,631

受　取　利　息 188,479

その他事業外収入 0

事業活動によるキャッシュ・フロー 348,110

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 10,000,000

投資有価証券の取得による支出 0

有形固定資産の処分による収入 18,000

有形固定資産の取得による支出 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,018,000

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　長期借入による収入 0

　　長期借入金の返済による支出 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 0

Ⅳ　現金及び現金同等物増加額 10,366,110

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高 51,773,531

Ⅵ　現金及び現金同等物期末残高 62,139,641

区 分 金 額

（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）

キャッシュ・フロー計算書
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注 記

1． たな卸資産の評価基準 公有用地、代行用地、代替地

及び評価方法について 個別法による原価法

２． 固定資産の減価償却の 有形固定資産

方法 定額法

耐用年数：法人税法に規定する耐用年数

３． 引当金の計上基準 退職給付引当金

「鳥取県土地開発公社の役員及び職員の給与その他の給付

に関する規程」第2条第4項の規定により、「職員の退職手当に

関する条例」(昭和37年12月24日鳥取県条例第51号）の適用

を受ける鳥取県職員の例による。

４． 消費税等の会計処理方法 税込方式による

１　重要な会計方針

項 目

注記事項
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（単位：円）

（流動資産）

定期預金　46,680,000円
普通預金　15,459,641円

（固定資産）

（流動負債）

（固定負債）

　　　　同上減価償却累計額 △ 259,998

0

156,697

0

0

資 産 合 計 81,782,289

　１．未払金

156,697

　３．短期預り金

　１．長期借入金

0

財　　産　　目　　録

　２．未払費用 0

　３．投資その他の資産

　　ア．長期貸付金

0

19,300,000

260,000

　　　　　　　（平成２９年３月３１日現在）

説 明

未収利息13,412円、未収補助金172,537円

代替地明細表のとおり

差 引 純 財 産

0

81,782,289

　２．無形固定資産

　　ア．電話加入権

区 分

　１．現金及び預金

金 額

62,139,641

　３．代行用地

　４．代替地

　２．未収金 185,949

　５．短期前払費用 0

0

　１．有形固定資産

　　ア．工具・器具及び備品

負 債 合 計

　２．引当金

2

0
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（３１）公益財団法人 鳥取県暴力追放センター

財務諸表に対する注記

財産目録 

附属明細書



１．重要な会計方針

(1)　有価証券の評価基準及び評価方法
　　　 該当事項なし

(2)　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　 該当事項なし

(3)　固定資産の減価償却の方法
　　　 構築物…定額法によっている。
　　　 車両運搬具…定額法によっている。
(4)　引当金の計上基準
　　　 退職給付引当金…期末退職給与の自己都合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
　　　 該当事項なし

(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。

基本財産
　普通預金
　定期預金
　投資有価証券

特定資産
　退職給付引当資産
　減価償却引当資産
　救済事業費積立資産
　公益事業推進基金資産

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。

基本財産
　定期預金
　投資有価証券

特定資産
　退職給付引当資産
　減価償却引当資産
　救済事業費積立資産
　公益事業推進基金資産

合　　　計 469,390,674（448,984,000） （15,566,594） (4,840,080)

3,700,000 (0) (3,700,000) ‐
小　　　計 20,406,674 (0) （15,566,594） (4,840,080)

(0) (0) (4,840,080)
1,666,594 (0) (1,666,594) ‐

10,200,000 (0) (10,200,000) ‐

4,840,080

合　　　計 469,317,825 190,651,009 190,578,160 469,390,674

科　　　目 当期末残高
(うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債に

（単位：円）

からの充当額) からの充当額) 対応する額)

3,700,000 0 0 3,700,000
小　　　計 20,333,825 651,009 578,160 20,406,674

5,042,220 376,020 578,160 4,840,080
1,391,605 274,989 0 1,666,594

10,200,000 0 0 10,200,000

446,000,000 140,000,000 140,000,000 446,000,000
2,984,000 0

小　　　計 448,984,000 190,000,000 190,000,000 448,984,000

財務諸表に対する注記

（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

0 2,984,000
0 50,000,000 50,000,000 0

(2,984,000) (0) ‐
446,000,000 (446,000,000) (0) ‐
2,984,000

小　　　計 448,984,000（448,984,000） (0) ‐
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４．担保に供している資産

　　　該当事項なし

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている）

　　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。

構築物（暴力追放広報塔）
　 鳥取市

改装
計

　 倉吉市
　 米子市
　 米子市（淀江町）

改装
計

車両運搬具

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)

　　　該当事項なし

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

　　　該当事項なし

８．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。

埼玉県第13回公募公債
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ

住友信託銀行㈱第14回無担保社債
鳥取県平成21年度第16号債

９．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　　該当事項なし

10．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　　該当事項なし

11．関連当事者との取引の内容

　　　該当事項なし

12．重要な後発事象

　　　該当事項なし

492,480 16,416 476,064

1,038,345479,6551,518,000

1,484,480 946,416 538,064

△ 5,010,000

6,000,000 6,000,000 0

50,000,000 45,480,000 △ 4,520,000

446,000,000 465,392,000 19,392,000

50,000,000 48,350,000 △ 1,650,000

100,000,000 114,930,000 14,930,000

合　　　　　計 6,535,575 4,397,139 2,138,436

帳簿価額 時　価種類及び銘柄

第3回ソフトバンクグループ債

合　　　計

ＧＳファイナンス
ＳＧイシュアー（ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾞｰｽﾃﾞｭｱﾙ債）

100,000,000 116,200,000

50,000,000 44,990,000

（ﾃﾞｼﾞﾀﾙｸｰﾎﾟﾝ型株価指数ﾘﾝｸ円満債）

16,200,000

（単位：円）

90,000,000 89,442,000 △ 558,000

924,000 474,705 449,295

890,000 824,362 65,638
976,500 480,112 496,388

評価損益

992,000 930,000 62,000

1,666,595 1,666,594 1

594,000 4,950 589,050

科　　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

（単位：円）
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　額

（流動資産） 現金預金 5,927,435

普通預金（口座番号） 3,927,435

　鳥取銀行産業会館支店（992） 運転資金として 3,498,884

　山陰合同銀行鳥取県庁支店 　　同上 428,551
　　　　　　　　　（2271132）

定期預金 2,000,000

　鳥取銀行産業会館支店（211-013） 　　同上 700,000

　㈱大和ネクスト銀行 1,300,000

　流動資産合計 5,927,435

（固定資産） 定期預金 定期預金 2,984,000

　基本財産 　鳥取銀行産業会館支店（211-012） 2,000,000

　鳥取銀行産業会館支店（211-015） 984,000

投資有価証券 投資有価証券 　　　同上 446,000,000
埼玉県第13回公募公債 100,000,000

ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ 50,000,000

第3回ソフトバンクグループ債 90,000,000

ＳＧイシュアー（ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾞｰｽﾃﾞｭｱﾙ債） 50,000,000

ＧＳファイナンス 50,000,000
（ﾃﾞｼﾞﾀﾙｸｰﾎﾟﾝ型株価指数ﾘﾝｸ円満債）

住友信託銀行㈱第14回無担保社債 100,000,000

鳥取県平成21年度第16号債 6,000,000

基本財産合計 448,984,000

　特定資産 退職給付引当資産 鳥取銀行産業会館支店（1247） 4,840,080

減価償却引当資産 定期預金（211-018）
鳥取銀行産業会館支店 1,666,594

救済事業費積立資産 10,200,000
定期預金

㈱大和ネクスト銀行 7,000,000

定期預金（211-003）
鳥取銀行産業会館支店 1,200,000

鳥取県平成21年度第16号債 2,000,000

公益事業推進基金 定期預金 公益目的事業の運営資産 3,700,000
資産 ㈱大和ネクスト銀行

特定資産合計 20,406,674

　その他固定資産 車両運搬具 普通自動車1台 1

構築物 暴力追放広報塔（7m×1m三角柱） 2,138,435

　鳥取市白兎688番12　 1,038,345
　倉吉市清谷町1丁目10 65,638
　米子市加茂町1丁目1番地 496,388
　米子市淀江町佐陀地内 538,064

公益目的保有財産であ
り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

車の買い替えのための
資産

職員の退職に備えた積
立資産

公益目的保有財産であ
り公益目的事業に使用
している

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

貸借対照表科目

公益目的保有財産であ
り公益目的事業及び管
理運営に使用している

公益目的保有財産であ
り公益目的事業に使用
している
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場所・物量等 使用目的等 金　　額

　その他固定資産 電話加入権 80,855

敷金 鳥取商工会議所 538,680

預託金 自動車リサイクル料 11,100

什器備品 210,601

暴力団情報検索システム端末装置 210,600
（パソコン）1台

暴力団情報検索システム印字装置 　　　同上 1
（プリンター）1台

その他固定資産合計 2,979,672

　固定資産合計 472,370,346

　資産合計 478,297,781

（流動負債） 未払金 103,139

日本年金機構鳥取年金事務所 社会保険料事業主負担分 96,711

鳥取商工会議所労働保険事務組合 労働保険料 6,428

預り金 源泉所得税 10,140

　流動負債合計 113,279

（固定負債） 退職給付引当金 4,840,080

　固定負債合計 4,840,080

　負債合計 4,953,359

　正味財産 473,344,422

職員3名に対する退職
金の支払いに備えたも
の

公益目的保有財産であ
り公益目的事業及び管
理運営に使用している

公益目的保有財産とし
て管理している

公益目的保有財産であ
り公益目的事業及び管
理運営に使用している

公益目的保有財産とし
て管理している

貸借対照表科目
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附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細
（単位：円）

期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額

普通預金 0 50,000,000 50,000,000 0

定期預金 2,984,000 0 0 2,984,000

投資有価証券 446,000,000 140,000,000 140,000,000 446,000,000

448,984,000 190,000,000 190,000,000 448,984,000

退職給付引当資産 5,042,220 376,020 578,160 4,840,080

減価償却引当資産 1,391,605 274,989 0 1,666,594

救済事業費積立資産 10,200,000 0 0 10,200,000

3,700,000 0 0 3,700,000

20,333,825 651,009 578,160 20,406,674

２．引当金の明細
（単位：円）

目的使用 その他

5,042,220 376,020 578,160 0 4,840,080退職給付引当資産

当期減少額
期末残高期首残高 当期増加額科目

区分 資産の種類

基本財産

特定資産

特定資産計

基本財産計

公益事業推進基金資産
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（３２）公益財団法人 鳥取県教育文化財団

財務諸表に対する注記

財産目録



財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１． 重要な会計方針

（１）この会計は「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日 内閣府公益認定等委員会）で

行っている。

（２）消費税等の会計処理

    消費税の会計処理は、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 当期増減額 当期減少額 当期末残高

基本財産

 定期預金
100,000 0 0 100,000 

特定資産

 公益目的事業積立金
3,000,000 0 0 3,000,000 

合   計 3,100,000 0 0 3,100,000 

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定財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
100,000 100,000 0 0 

特定資産

公益目的事業積立金
3,000,000 0 3,000,000 0 

合   計 3,100,000 100,000 3,000,000 0 
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公益財団法人鳥取県教育文化財団 （単位:円）

ふれあい・大山

ふれあい・大山

財産目録
平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目 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 45,110

預　金 普通預金 79,058,336

  山陰合同銀行 　　〃 5,806,265

（事務局）

  鳥取銀行（調査室） 　　〃 25,408,158

  山陰合同銀行 　　〃 11,698,005

  鳥取銀行（調査室） 　　〃 31,841,922

（ふれあい）

  山陰合同銀行 　　〃 535,654

（ふれあい）

定期預金 12,915,911

  山陰合同銀行 　　〃 3,708,932

（大山）

  山陰合同銀行 　　〃

  山陰合同銀行 　　〃 12,915,911

（ふれあい）

未収金 調査室・ふれあい 賃借料の過払いの返納分 185,927

前払金 事務局・調査室・ 雇用保険料 8,618

自販機取扱手数料、冷暖房料金

仮払金 5,130

その他仮払金 大山 傷害保険料 5,130

   流動資産合計 92,219,032

  (固定資産)

    基本財産

定期預金   山陰合同銀行 法人確保のための資産 100,000

（事務局） 100,000

    特定資産

公益目的事業積立金 　　〃 　　〃　　　 3,000,000

     資産合計 95,319,032

  (流動負債)

3,000,000

   固定資産合計 3,100,000

未払金 事務局・調査室・ 28年度事業の未払分 32,857,545

前受金 127,435

  研修室等利用料 ふれあい 127,435

預り金 1,262,611

  社会保険料 事務局・調査室・ 人件費に対する預り金 301,881

  所得税 　　 〃 　　〃 322,580

　　〃 　　〃 16,014

  住民税 事務局・調査室・ふれあい 　　〃 561,900

  可燃物収集代 ふれあい 入居団体負担分に対する預り金 209

その他の仮受金 ふれあい 誤納付による施設利用料 1,760

   流動負債合計 77,091,647

     負債合計 77,091,647

     正味財産 18,227,385

59,400

（大山）

ふれあい・大山

施設利用料 　　〃 59,400

公衆電話料 大山 522

  不燃物処分代 　　〃 　　〃 105

  清掃代

仮受金 1,760

受託精算返納金 事務局・調査室 発掘調査受託料精算返納金 42,842,296
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