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財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 （案） 

 
１． 財務諸表作成の基礎 

財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準及び公益財団法人

自動車リサイクル促進センターの会計規程（以下、「会計規程」という。）に準拠して作成している。 

また、会計規程においては、本財団における会計単位ごとに決算を行う旨（第４条）、及び資金管理業

務に係る会計単位については四半期ごとに決算を行う旨（第３９条）を規定している。 

 

 
２． 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。 

 

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 

貯蔵品              取得価額により算出している。但し、時価が取得価額より下落した場 
合には、時価をもって貸借対照表価額とする。 

 
（３） 固定資産の減価償却の方法 

 

無形固定資産        定額法によっている。 

 

（４） 引当金の計上基準 

 

貸倒引当金  一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

いる。 

 

賞与引当金 職員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当第２四半

期に帰属する負担額を計上している。 

 

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当第２四半期会計期間末の退職給付

債務の見込額に基づき計上している。 

 

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく当第２四半期

会計期間末要支給額を計上している。 

 

（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。 

四半期末における消費税等の計算については資金管理料金特別会計、再資源化預託金等特

別会計及び承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計を独立の納税主体とみなして計算

している。 
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３． 特定資産の増減額及びその残高 

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 

 

 
（注）当期増加額には、部署間異動に伴い会計間で資金移動した金額（1,817,840 円）が含まれている。 

 
４． 特定資産の財源等の内訳 

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

資金管理料金特別会計 （単位：円）

科　　目
前会計年度末残高
（平成26年度末）

当期増加額 当期減少額
当第2四半期

会計期間末残高
（平成27年9月末）

特定資産
退職給付引当資産 36,756,452 5,649,763 9,367,637 33,038,578
情報システム刷新準備資金 1,464,949,024 1,377,579 340,988 1,465,985,615

小　　　計 1,501,705,476 7,027,342 9,708,625 1,499,024,193
合　　　計 1,501,705,476 7,027,342 9,708,625 1,499,024,193

再資源化預託金等特別会計 （単位：円）

科　　目
前会計年度末残高
（平成26年度末）

当期増加額 当期減少額
当第2四半期

会計期間末残高
（平成27年9月末）

特定資産
再資源化預託金等特定資産 906,288,040,467 32,179,295,129 29,001,307,325 909,466,028,271

小　　　計 906,288,040,467 32,179,295,129 29,001,307,325 909,466,028,271
合　　　計 906,288,040,467 32,179,295,129 29,001,307,325 909,466,028,271

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計 （単位：円）

科　　目
前会計年度末残高
（平成26年度末）

当期増加額 当期減少額
当第2四半期

会計期間末残高
（平成27年9月末）

特定資産
承認・認可済特定再資源化
預託金等特定資産 -                     131,999,919 131,999,919 -                     

小　　　計 -                     131,999,919 131,999,919 -                     
合　　　計 -                     131,999,919 131,999,919 -                     

資金管理料金特別会計 （単位：円）

特定資産
退職給付引当資産 33,038,578 (-) (-) (33,038,578)
情報システム刷新準備資金 1,465,985,615 (-) (1,465,985,615) (-)

小　　　計 1,499,024,193 (-) (1,465,985,615) (33,038,578)
合　　　計 1,499,024,193 (-) (1,465,985,615) (33,038,578)

再資源化預託金等特別会計 （単位：円）

特定資産
再資源化預託金等特定資産 909,466,028,271 (-) (-) (909,466,028,271)

小　　　計 909,466,028,271 (-) (-) (909,466,028,271)
合　　　計 909,466,028,271 (-) (-) (909,466,028,271)

科　　目
当第2四半期

会計期間末残高
（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）

科　　目
当第2四半期

会計期間末残高
（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）
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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 

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。 

 

（１）有価証券（資金管理料金特別会計） 

   

（２）特定資産 

① 情報システム刷新準備資金（資金管理料金特別会計） 

 

② 再資源化預託金等特定資産（再資源化預託金等特別会計）   

 

 

（注）当財団にて購入・運用している国債等の債券は、満期時に債券額面による償還を受けることを予 

定していることから、満期保有目的の債券としての会計処理である償却原価法（定額法）により評価し 

ている。 

上記表に記載した「評価損益」は、期末時点の償却原価法に基づく帳簿価額と時価との差額であり、満 

期時に債券額面による償還を受ける場合に見込まれる損益を示すものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時     価 評価損益
国債
　利付国庫債券（5年）第117回 1,464,386,916 1,470,772,000 6,385,084

合     計 (1銘柄) 1,464,386,916 1,470,772,000 6,385,084

（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時     価 評価損益
国債
　利付国庫債券（10年）第332回 23,458,141,365 24,351,957,000 893,815,635
　利付国庫債券（10年）第284回 22,552,907,930 23,016,785,000 463,877,070
　利付国庫債券（10年）第330回 22,084,789,489 22,945,556,000 860,766,511
　その他の国債(70銘柄) 672,131,212,735 695,177,619,290 23,046,406,555

小     計 (73銘柄） 740,227,051,519 765,491,917,290 25,264,865,771
地方債
　福岡県平成22年度第1回 1,505,173,757 1,578,000,000 72,826,243
　栃木県平成22年度第1回 1,500,399,652 1,569,300,000 68,900,348
　その他の地方債(80銘柄） 28,746,896,258 29,683,747,005 936,850,747

小     計 (82銘柄) 31,752,469,667 32,831,047,005 1,078,577,338
政府保証債
  日本高速道路保有・債務返済機構債券第173回  1,890,521,028 1,972,669,800 82,148,772
  地方公共団体金融機構債券第11回 1,871,237,868 1,969,682,400 98,444,532
　その他の政府保証債(125銘柄） 63,774,082,799 65,600,308,500 1,826,225,701

小     計 (127銘柄) 67,535,841,695 69,542,660,700 2,006,819,005
その他の有価証券(106銘柄） 61,362,583,776 63,686,778,000 2,324,194,224

合     計 (388銘柄) 900,877,946,657 931,552,402,995 30,674,456,338

（単位：円）

種類及び銘柄 帳簿価額 時     価 評価損益
国債
　利付国庫債券（10年）第277回 1,007,275,000 1,007,500,000 225,000
　利付国庫債券（5年）第96回 1,473,422,160 1,473,381,000 △ 41,160

合     計 (2銘柄) 2,480,697,160 2,480,881,000 183,840
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６． 退職給付関係    

（１）採用している退職給付制度の概要 

当財団は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、簡便法により退職給付引当金及び退 

職給付費用を計算している。 

 

（２）退職給付債務及びその内訳 

① 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の当期首残高と当期末残高の調整表 

 

② 退職給付に関連する損益 

 

７． 特定再資源化預託金等の額 

再資源化預託金等特別会計の固定負債の勘定科目である再資源化等預託金、情報管理預託金及

び未払再資源化預託金等利息の残高に含まれる特定再資源化預託金等の額は、次のとおりである。 

 

 

（単位：円）

当期首における退職給付引当金 28,153,520
退職給付費用 2,493,690
退職給付の支払額 -                     
その他 1,817,840
当期末における退職給付引当金 32,465,050

（単位：円）
簡便法で計算した退職給付費用 2,493,690

（単位：円）

再資源化等預託金 826,024,989,248 11,344,429,474
情報管理預託金 14,160,203,400 50,518,320
未払再資源化預託金等利息 74,659,141,831 1,291,456,725

合　　　計 914,844,334,479 12,686,404,519

科　　目
当第2四半期

会計期間末残高
うち特定再資源化

預託金等の額


