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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、当期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、規程に基づく当期末要支給

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。 
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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 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産
退職給付引当資産 36,756,452 9,241,341 9,367,637 36,630,156
情報システム刷新準備資金 1,464,949,024 355,000,000 681,976 1,819,267,048

小　　　計 1,501,705,476 364,241,341 10,049,613 1,855,897,204
合　　　計 1,501,705,476 364,241,341 10,049,613 1,855,897,204

再資源化預託金等特別会計 （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

特定資産
再資源化預託金等特定資産 906,288,040,467 58,309,006,598 53,923,024,027 910,674,023,038

小　　　計 906,288,040,467 58,309,006,598 53,923,024,027 910,674,023,038
合　　　計 906,288,040,467 58,309,006,598 53,923,024,027 910,674,023,038

承認・認可済特定再資源化預託金等特別会計 （単位：円）

科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産
承認・認可済特定再資源化
預託金等特定資産 0 131,999,919 131,999,919 0

小　　　計 0 131,999,919 131,999,919 0
合　　　計 0 131,999,919 131,999,919 0

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 36,630,156 (0) (0) (36,630,156)
情報システム刷新準備資金 1,819,267,048 (0) (1,819,267,048) (0)

小　　　計 1,855,897,204 (0) (1,819,267,048) (36,630,156)
合　　　計 1,855,897,204 (0) (1,819,267,048) (36,630,156)

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 910,674,023,038 (0) (0) (910,674,023,038)

小　　　計 910,674,023,038 (0) (0) (910,674,023,038)
合　　　計 910,674,023,038 (0) (0) (910,674,023,038)

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）

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）
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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）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。 

 

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）確定給付制度 

  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 

（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 1,464,045,928 1,480,713,600 16,667,672

合     計 (1銘柄) 1,464,045,928 1,480,713,600 16,667,672

（単位：円）
簡便法で計算した退職給付費用 4,938,210

（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 23,466,132,795 24,981,810,000 1,515,677,205
　利付国庫債券（10年）第284回 22,551,744,758 23,843,150,000 1,291,405,242
　利付国庫債券（10年）第341回 22,357,218,887 23,085,753,000 728,534,113
　その他の国債(65銘柄) 662,100,363,795 693,521,836,180 31,421,472,385

小     計 (68銘柄） 730,475,460,235 765,432,549,180 34,957,088,945
地方債
　福岡県平成22年度1回 1,504,629,155 1,575,000,000 70,370,845
　栃木県平成22年度1回 1,500,360,976 1,569,900,000 69,539,024
　その他の地方債(68銘柄） 25,873,827,902 26,695,470,385 821,642,483

小     計 (70銘柄) 28,878,818,033 29,840,370,385 961,552,352
政府保証債
  第173回日本高速道路保有・債務返済機構債券  1,890,269,526 1,982,670,900 92,401,374
  第11回地方公共団体金融機構債券 1,870,121,010 1,964,099,400 93,978,390
　その他の政府保証債(121銘柄） 62,516,421,648 64,623,785,400 2,107,363,752

小     計 (123銘柄) 66,276,812,184 68,570,555,700 2,293,743,516
その他の有価証券(99銘柄） 59,213,008,191 61,377,529,000 2,164,520,809

合     計 (360銘柄) 884,844,098,643 925,221,004,265 40,376,905,622

（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 4,938,210
退職給付の支払額 0
その他 1,817,840
当期末における退職給付引当金 34,909,570
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７． 特定再資源化預託金等の額 

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）

再資源化等預託金 831,042,053,788 12,125,500,164
情報管理預託金 14,126,996,250 53,369,370
未払再資源化預託金等利息 76,987,335,025 1,376,102,967

合　　　計 922,156,385,063 13,554,972,501

科　　目 当期末残高
うち特定再資源化

預託金等の額


