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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 

本財務諸表は、使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下、「法」という。）等に規定される目的

により作成するものであり、したがって、それ以外の目的には適合しないことがある。 

また、本財務諸表は、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。当該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。 

 

当期より退職給付引当資産、退職給付引当金及び役員退職慰労引当金は法人会計で一括し

て管理している。なお、資金管理センターにおいて発生する役職員の退職に係る費用について

は、資金管理料金特別会計で計上することに変更はない。 
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（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。 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

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 36,630,156 0 36,630,156 0
情報システム刷新準備資金 1,819,267,048 450,000,000 681,976 2,268,585,072

合　　　計 1,855,897,204 450,000,000 37,312,132 2,268,585,072

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 910,674,023,038 62,761,170,043 52,580,397,211 920,854,795,870

合　　　計 910,674,023,038 62,761,170,043 52,580,397,211 920,854,795,870

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 0 152,999,891 152,999,891 0

合　　　計 0 152,999,891 152,999,891 0

資金管理料金特別会計 （単位：円）

特定資産
情報システム刷新準備資金 2,268,585,072 (0) (2,268,585,072) (0)

合　　　計 2,268,585,072 (0) (2,268,585,072) (0)

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 920,854,795,870 (0) (0) (920,854,795,870)

合　　　計 920,854,795,870 (0) (0) (920,854,795,870)

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． 金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

再資源化預託金等の運用については、法第９７条第１項に規定する運用方法の範囲内において、資金

管理業務規程の別紙「再資源化預託金等の運用の基本方針」（以下、「運用の基本方針」という。）に基づ

き実施している。運用収益の獲得に関しては、元本確保を前提とし、その上で一定程度市場の金利動向

を踏まえたものとしている。 

 

（２）金融商品の内容及びリスク 

再資源化預託金等は、普通預金、国債、地方債、政府保証債、財投機関債及び社債による運用を実

施している。普通預金は信用リスク、国債及び政府保証債は価格変動リスク、地方債、財投機関債及び

社債は信用リスク及び価格変動リスクに晒されている。 

 

 

 

 

（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 1,463,363,952 1,473,988,400 10,624,448

合     計 (1銘柄) 1,463,363,952 1,473,988,400 10,624,448

（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 23,482,115,655 24,656,268,000 1,174,152,345
　利付国庫債券（10年）第341回 22,350,324,647 22,831,647,000 481,322,353
　利付国庫債券（10年）第330回 22,046,391,472 23,124,972,000 1,078,580,528
　その他の国債(72銘柄) 681,738,823,641 702,142,583,400 20,403,759,759

小     計 (75銘柄） 749,617,655,415 772,755,470,400 23,137,814,985
地方債
　福岡県平成22年度1回 1,503,539,951 1,558,800,000 55,260,049
　栃木県平成22年度1回 1,500,283,624 1,556,850,000 56,566,376
　その他の地方債(53銘柄） 20,093,294,960 20,644,368,140 551,073,180

小     計 (55銘柄) 23,097,118,535 23,760,018,140 662,899,605
政府保証債
  第279回日本高速道路保有・債務返済機構債券  2,332,133,767 2,306,757,600 △ 25,376,167
  第294回日本高速道路保有・債務返済機構債券  1,955,133,000 1,934,112,400 △ 21,020,600
　その他の政府保証債(143銘柄） 85,387,645,236 86,881,741,400 1,494,096,164

小     計 (145銘柄) 89,674,912,003 91,122,611,400 1,447,699,397
その他の有価証券(81銘柄） 52,379,706,557 53,769,055,000 1,389,348,443

合     計 (356銘柄) 914,769,392,510 941,407,154,940 26,637,762,430
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（３）金融商品に係るリスク管理体制 

    再資源化預託金等の運用については、運用の基本方針に規定される「リスク管理のための対応及び

業務管理体制」に基づき実施している。また、資金管理業務諮問委員会にて、年度運用計画を審議し、四

半期及び年度の運用の状況を報告している。 

預金は預入時に一定の格付けを有する金融機関に限定することでリスクを低減し、国債及び政府保証

債については満期までの保有を原則とすることでリスクを低減している。地方債、財投機関債及び社債に

ついても、購入時には一定の格付を有するものに限定し、また、保有中に規定した格付より下落したもの

については原則売却を行うことでリスクを低減している。なお、平成２５年１月１日以降の債券取得は国債

及び政府保証債に限定している。 

 

 

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。 

 

 


