
平成20年度　財団法人大竹財団事業報告書 

自　平成20年4月 1日
至　平成21年3月31日

１．理事会並びに評議員会

  20年　5月23日 定例第1回理事会並びに評議員会開催
  平成19年度事業報告、収支決算報告承認の件についての審議、可決。

  21年   3月13日 定例第2回理事会並びに評議員会開催
 内部諸規程、投資有価証券の一部基本財産への繰り入れ、平成21年度
 事業計画案、予算案承認の件についての審議、可決。

２．講演会

国内外の社会的諸問題について、先駆的な研究者や問題解決に取り組むNGOの活動家を
講師として招聘し、講演会全11回開催しました。分野別には、平和（4回）、環境・資源
エネルギー（3回）、貧困（2回）、社会保障・社会福祉（1回）、その他（1回）。延べ
369名の方が参加されました。

 20年 4月12日 講演会「280億円はたったの4日分にすぎない　
    ～貧困を生み出すしくみをかえよう～」
   講師：　普川容子氏（アジア太平洋資料センター 理事）
    黒田かをり氏（CSOネットワーク 共同事業責任者）
   共催： アジア太平洋資料センター
   会場： 総評会館
   （参加者数 54名）

  5月22日 講演会「安全審査では安心できない柏崎刈羽原発」
   講師： 小泉好延氏（市民エネルギー研究所）
    菅井益郎氏（市民エネルギー研究所）
   会場： 総評会館
   （参加者数 25名）

  6月 4日 講演会「戦後62年、はじめての9条違憲判決！
    ～4.17イラク派兵違憲判決とその意義～」
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   講師： 池住義憲氏（自衛隊イラク派兵差止訴訟の会 代表）
   会場： 品川区立総合区民会館きゅりあん
   （参加者数 31名）

  6月12日 講演会「強いられる『自立』の現状を考える ～らい予防法廃止から
    12年、障害者自立支援法から2年、いま生きるということ～」
   講師： 斎藤縣三氏（わっぱの会 代表）
    森元美代治氏（元ハンセン病全国原告団協議会 事務局次長）
   会場： 早稲田奉仕園
   （参加者数  18名）

  7月 9日 スリランカ民族抗争の非暴力的な解決 
   講師： 中村尚司氏（龍谷大学 研究フェロー）
    大畑豊氏（非暴力平和隊・日本 共同代表）
   共催： 非暴力平和隊・日本
   会場： 総評会館
   （参加者数 21名）

  10月29日 講演会「第9条と平和維持活動：国際紛争の現場から ～東チモール、
    シエラレオネ、アフガニスタンでの紛争処理指揮の体験から
    考える～」
   講師： 伊勢﨑賢治氏（東京外語大学大学院 教授）
   会場： 総評会館
   （参加者数 54名）

  11月 1日 講演会「世界を変える国際連帯税って何？
    ～グローバル格差社会を是正し、貧困をなくす処方箋～」
   講師： 上村雄彦氏（千葉大学 准教授）
    田中徹二氏（オルタモンド 事務局長）
   共催： アジア太平洋資料センター
   会場： 総評会館
   （参加者数 35名）

  11月15日 「市民エネルギーシンポジウム2008
   ～環境に負荷をかけないエネルギー社会をめざして～」
   講師： 小泉好延氏（市民エネルギー研究所）
    井田均氏（市民エネルギー研究所）
    須藤豊氏（日本風力開発 執行役員経営企画室長）
    蒲谷昌生氏（ソーラーシステム研究所 代表取締役）
    大東断氏（市民エネルギー研究所）
   共催： 市民エネルギー研究所
   会場： 総評会館
   （参加者数 44名）
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  12月 4日 講演会「核に蝕まれるマーシャル諸島 ～７２００回の広島～」
   講師： 豊﨑博光氏（フォトジャーナリスト）
   会場： 早稲田奉仕園
   （参加者数 15名）

 21年 2月 26日 講演会「原発の現在を考える　～柏崎刈羽原発、浜岡原発、六ヶ所
    再処理工場が抱える問題から脱原発にむけて～」
   講師： 西尾漠氏（原子力資料情報室 共同代表）
   会場： 早稲田奉仕園
   （参加者数 13名）

  3月15日 映画「女工哀歌（じょこうエレジー）」上映会
   講師： 長坂寿久氏（拓殖大学国際学部 教授）
   共催： アジア太平洋資料センター
    パルシック
    ぐらするーつ
    プロジェクト・パッチワーク
    PARASOL
   会場： 東京ウィメンズプラザ
   （参加者数 73名）

３．情報収集

  20年 5月 5日 9条世界会議
   主催： 9条世界会議日本実行委員会
   会場： 幕張メッセ

  5月 10日 世界フェアトレードデー2008
   主催：　ピープル・ツリー
   会場： 丸の内ビルディング

  5月17日 APLA設立総会／設立記念シンポジウム
   主催： （特活）APLA
   会場： 総評会館／在日本韓国YMCA

  5月24日 アジア太平洋資料センター総会
   会場： アジア太平洋資料センター

  5月28日 東京アフリカ映画際特別上映会
   主催： 東京都、東京都歴史文化財団、東京アフリカ映画際実行
     委員会
   会場： 東京都美術館
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  6月 8日 児童労働反対世界デー・キャンペーン2008
   主催： ILO駐日事務所、NGO̶労働組合国際協働フォーラム、
     児童労働ネットワーク
   会場： UNハウス

  6月14日 日本国際ボランティアセンター（JVC）総会
   会場： ECOとしま

  6月20日 国際協力NGOセンター（JANIC）総会
   会場： 早稲田奉仕園

  6月28日 G8サミット直前東京行動
   会場： 文京区民センターほか

  7月17日 第2回日比NGOフォーラム
   主催： 日比NGOネットワーク、アジア・コミュニ ティ・
     センター21
   会場： 日本青年館

  7月31日 公開セミナー「食料価格高騰がアフリカ諸国に及ぼす影響」
   主催： アフリカ日本協議会、ハンガー・フリー・ ワールド、
     日本国際ボランティアセンター、明治学院大学国際
     平和研究所
   会場： 明治学院大学白金校舎

  8月30日 フェアトレードでめざす女性のエンパワメント
   主催： プロジェクト・パッチワーク
   会場： 国立女性教育会館

  9月 5日 フェアトレードとMDGs
   主催： ピープル・ツリー
   会場： 東京ウィメンズプラザ

  9月13～15日 PARC自由学校・連帯経済／地域自立の循環型社会をめざす
   「菜の花プロジェクト」
   主催： アジア太平洋資料センター
   訪問地：　滋賀県東近江市

  10月 4日 シンポジウム「フェアトレードショップ大集合 ～地域から
   世界を変える7つの知恵～」
   主催： プロジェクト・パッチワーク
   会場： 東京ウイメンズプラザ

  10月11～13日 PARC自由学校・連帯経済／健康で安全な食べ物の生産による
   地域作り「無茶々園」
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   主催： アジア太平洋資料センター
   訪問地：　愛媛県西予市明浜町

  10月31日 スリランカ調査報告会 ～和平プロセスにおける日本の役割～
   主催： パルシック
   会場： 総評会館

  11月16日 国際有機農業映画祭2008
   主催： 国際有機農業映画祭実行委員会・東京ピースフィルム
     倶楽部
   会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター

  11月16日 カンボジア教育支援基金・東京（CEAF東京）総会
   会場： 早稲田奉仕園

  11月22～24日 PARC自由学校・連帯経済／市民がつくる暮らしのセーフティ
   ネット「庄内医療生協」の実践」
   主催： アジア太平洋資料センター
   訪問地：　山形県酒田市／鶴岡市

  12月 2日 連続セミナー「フェアトレードの現場から」第1回
   主催： プロジェクト・パッチワーク、PARASOL
   会場： 環境パートナーシップオフィス

  12月20日 レイバーフェスタ2008
   主催： レイバーネット日本
   会場： 東京ウィメンズプラザ

  21年 1月16日 連続セミナー「フェアトレードの現場から」第2回
   主催： プロジェクト・パッチワーク、PARASOL
   会場： 東京ウィメンズプラザ

  2月 6日 連続セミナー「フェアトレードの現場から」第3回
   主催： プロジェクト・パッチワーク、PARASOL
   会場： 環境パートナーシップオフィス

４．出版・広報活動

（1） 機関誌（地球号の危機ニュ－スレタ－）発行

『地球号の危機ニュースレター』は、昭和52（1977）年6月の第1号発刊より平成21年3
月末現在までに346号を発行してきた大竹財団の機関誌。Ｂ5判、20ページの体裁で月1
回、年12冊発行。
平成20年度も環境・エネルギー問題を中心に様々な社会問題をテーマに情報発信をおこ
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ないました。

年 月 日 番　　号 部　数

20. 4.20 No.335（5月号） 400

5.20 No.336（6月号） 400

6.20 No.337（7月号） 400

7.20 No.338（8月号） 400

8.20 No.339（9月号） 400

9.20 No.340（10月号） 400

10.20 No.341（11月号） 400

11.20 No.342（12月号） 400

12.20 No.343（1月号） 400

21. 1.20 No.344（2月号） 400

2.20 No.345（3月号） 400

3.20 No.346（4月号） 400

合　計 12　号 4800

（2） ＲＥＶＥＡＬＩＮＧ  ＪＡＰＡＮ  発行

『REVEALING JAPAN』は、昭和53（1978）年7月の第1号より平成21年3月末現在ま
でに366号を発行。日本で発行されている英字新聞よりピックアップした記事を切り抜
き、日本の諸事情を海外に紹介してきた。平成20年度もB4判12ページの体裁で月1回、
年12冊発行しました。

年 月 日 番　　号 部　数

20. 4.1 No.355 21

5.1 No.356 21

6.1 No.357 21

（財）大竹財団
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年 月 日 番　　号 部　数

7.1 No.358 21

8.1 No.359 21

9.1 No.360 21

10.1 No.361 21

11.1 No.362 21

12.1 No.363 21

21. 1.1 No.364 21

2.1 No.365 21

3.1 No.366 21

合　計 12　号 252

（3）パンフレット発行

フェアトレードのよさを身の周りの人にわかりやすくカンタンに紹介できるパンフ
レットとして『フェアトレードのある暮らし』＜カラーB6判／16ページ／編集：
PARASOL＞を発行し、8万部を無料配布しました。

（4）ホームページの管理・運営

大竹財団ホームページ（http://www.ohdake-foundation.org）を運営。活動案内のほ
か、講演会・研究会のイベント案内や予約システム、また寄付行為や事業報告書など
の資料の公開、助成金をはじめとした問い合わせメールシステムの運用をおこないま
した。

５．助成金の給付

市民団体にイベント協賛や資金援助をしてきた大竹財団では、社会問題解決に取り組む市
民団体または個人の活動に資金援助をおこなってきました。
大竹財団助成金事業として平成20年度は、多数の応募があったなかから選考により決定
した14団体に対して総額 486万円の助成金を給付しました。

（財）大竹財団
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 20年 4月17日 給付先： 市民エネルギー研究所
   目　的： 柏崎刈羽地震における原発の地震・地盤問題言及プロジェ
    クト、廃炉に向けた将来のエネルギー分析プロジェクト
   金　額： ￥450,000

  5月13日 給付先： 化学物質問題市民研究会
   目　的： G8環境大臣会合及び関連国際会合における3R討論報告会
    開催費
   金　額： ￥500,000

  5月16日 給付先： G8サミット市民フォーラム北海道
   目　的： オルタナティブ・サミット開催費
   金　額： ￥ 350,000

  7月29日 給付先： 日本フッ素研究会
   目　的： 第28回日本フッ素研究会・全国集会開催、講師招聘費
   金　額： ￥300,000

  9月 5日 給付先： 難民映画祭2008名古屋実行委員会
   目　的： 難民映画祭2008名古屋開催費
   金　額： ￥500,000

  9月 5日 給付先： プロジェクト・パッチワーク
   目　的： シンポジウム「フェアトレードショップ大集合 ～地域から
    世界を変える7つの知恵～」及び連続セミナー開催費
   金　額： ￥430,000

  10月10日 給付先： 賑栄い塾
   目　的： 賑栄い塾in水俣開催費カンパ
   金　額： ￥50,000

  12月17日 給付先： カンボジア教育支援基金・東京
   目　的： カンボジア（プレイベン州・スヴァイリエン州）小・中・
    高等学校教材文具支援及び奨学金給付支援事業費
   金　額： ￥330,000

  12月 2日 給付先： （特活）ヒューマンライツ・ナウ
   目　的： 元国連特別報告者ポール・ハント氏招聘プロジェクト事業費 
   金　額： ￥224,906

 21年 1月13日 給付先： （特活）サイド・バイ・サイド・インターナショナル
   目　的： カンボジア・コンポンセイラ郡医療僻地に住む妊産婦と
    母子のための移動検診
   金　額： ￥372,323

（財）大竹財団
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  2月 5日 給付先： （特活）フェアトレード・ラベル・ジャパン
   目　的： フェアトレード月間配布用広報物（FAIR sprit Vo.3）
    製作事業
   金　額： ￥500,000

  2月13日 給付先： （特活）アジアボランティアセンター
   目　的： マーシャル諸島・未来世代のためのプロジェクト
    「マーシャル語を通じた伝統文化の復興」
   金　額： ￥500,000

  3月19日 給付先： サクラ調査ネットワーク
   目　的： サクラと環境・原発の調査
   金　額： ￥300,000

  3月26日 給付先： （特活）保見ヶ丘ラテンアメリカセンター
   目　的： 保見団地日系人労働者緊急支援カンパ
   金　額： ￥50,000

   合　計： ￥4,857,229-　

6．その他

主務官庁の厚生労働省より立入検査（10月22日）の結果、「立入検査に基づく改善勧告
書」が出されました。 内容は、法人業務の運営について、(1) 理事・常務理事の選出にあ
たって互選をおこなうこと、(2) 退職金等規則を策定すること、(3) 職員採用の際、雇用
契約書をかわすこと、の3点、また予算および決算の状況について、内部留保率を望まし
い水準にすること、これらの改善勧告を受けました。当財団としてはこれら指摘をふま
え、 21年1月19日付けで改善報告書を厚生労働省に提出。報告書に沿う形で、職員退職
金手当支給規程案、従業員給与規程の一部改訂案を策定、3月13日に開かれた理事会およ
び評議員会において承認し、4月1日付けで施行いたしました。
また、内部留保水準については、同じく3月13日の理事会および評議員会にて投資有価証
券の一部を基本財産へ繰り入れを承認するなどにより改善し、前年末時点で125％であっ
た内部留保水準は21年3月末時点で約78％に改善されました。

（財）大竹財団
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（財）大竹財団

（一般会計＋特別会計） （単位円）
科目 予算額 決算額 差　異 備　考

Ⅰ. 事業活動収支の部
１．事 業 活 動 収 入

基本財産賃貸料収入 (41,000,000) (38,399,592) (2,600,408)
基本財産配当金収入 (2,000,000) (2,000,000) (0)
特定資産利息収入 (200,000) (331,254) (△131,254)
出版事業収入 (300,000) (202,800) (97,200)
講演会事業収入 (150,000) (158,400) (△8,400)
寄付金収入 (50,000) (2,000) (48,000)
受取利息収入 (200,000) (326,092) (△126,092)
雑収入 (20,000) (0) (20,000)

 事 業 活 動 収 入 計 43,920,000 41,420,138 2,499,862 
２．事 業 活 動 支 出

①　事 業 費 支 出 34,360,000 30,619,677 3,740,323 
人件費支出 (9,200,000) (8,940,185) (259,815)
厚生費支出 (160,000) (7,204) (152,796)
調査研究費支出 (1,000,000) (384,158) (615,842)
資料製作費支出 (6,300,000) (5,180,365) (1,119,635)
講演会費支出 (1,300,000) (1,145,185) (154,815)
助成金支出 (5,000,000) (4,857,229) (142,771)
通信費支出 (650,000) (390,010) (259,990)
交通費支出 (200,000) (79,370) (120,630)
宣伝広告費支出 (100,000) (64,890) (35,110)
地代家賃支出 (6,450,000) (6,436,080) (13,920) 借地代4,218千円

水道光熱費支出 (120,000) (98,662) (21,338)
事務用品費支出 (70,000) (23,082) (46,918)
図書費支出 (120,000) (66,340) (53,660)
器具備品費支出 (250,000) (163,800) (86,200)
会議費支出 (50,000) (0) (50,000)
修繕費支出 (800,000) (418,542) (381,458)
保険料支出 (40,000) (32,875) (7,125)
租税公課支出 (2,450,000) (2,309,500) (140,500) 固定資産税等

雑支出 (100,000) (22,200) (77,800)
②　管 理 費 支 出 4,110,000 3,560,366 549,634 

人件費支出 (2,300,000) (2,235,046) (64,954)
厚生費支出 (40,000) (1,800) (38,200)
通信費支出 (40,000) (14,448) (25,552)
交通費支出 (80,000) (68,690) (11,310)
地代家賃支出 (560,000) (554,520) (5,480)
水道光熱費支出 (30,000) (24,665) (5,335)
事務用品費支出 (60,000) (37,493) (22,507)
図書費支出 (30,000) (5,809) (24,191)
器具備品費支出 (100,000) (1,380) (98,620)
会議費支出 (150,000) (45,668) (104,332)
交際費支出 (480,000) (417,080) (62,920)
雑支出 (240,000) (153,767) (86,233)

 事 業 活 動 支 出 計 38,470,000 34,180,043 4,289,957 
事 業 活 動 収 支 差 額 5,450,000 7,240,095 △1,790,095 

（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）
収 支 計 算 書
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（財）大竹財団

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投 資 活 動 収 入

投資有価証券売却収入 (4,000,000) (4,000,000) (0) 公社債の満期償還

 投 資 活 動 収 入 計 4,000,000 4,000,000 0 
２．投 資 活 動 支 出

①　特定資産取得支出 4,250,000 4,143,706 106,294 
減価償却引当資産取得支出 (3,250,000) (3,143,706) (106,294)
修繕引当資産取得支出 (1,000,000) (1,000,000) (0)
預り保証金引当資産取得支出 (0) (0) (0)

②　投資有価証券取得支出 4,000,000 2,002,069 1,997,931 
投資有価証券取得支出 (4,000,000) (2,002,069) (1,997,931)

 投 資 活 動 支 出 計 8,250,000 6,145,775 2,104,225 
投 資 活 動 収 支 差 額 △4,250,000 △2,145,775 △2,104,225 

Ⅲ．財務活動収支の部 0 0 0 
Ⅳ．法人税等 5,500,000 4,300,000 1,200,000 
Ⅴ．予備費支出 1,000,000 0 1,000,000 

当期収支差額 △5,300,000 794,320 △6,094,320 
前期繰越収支差額 5,300,000 5,494,724 △194,724 
次期繰越収支差額 0 6,289,044 △6,289,044 

(注) 特別会計から一般会計への繰入金収入・支出17,000,000円は相殺し、表示していない。

11



（財）大竹財団

（単位円）
一 般 会 計
（ 非 収 益 ）

特 別 会 計
（賃貸・出版）

内部取引消去額 合　　　計

Ⅰ. 事業活動収支の部
１．事 業 活 動 収 入

基本財産賃貸料収入 (0) (38,399,592) (38,399,592)
基本財産配当金収入 (2,000,000) (0) (2,000,000)
特定資産利息収入 (331,254) (0) (331,254)
出版事業収入 (0) (202,800) (202,800)
講演会事業収入 (158,400) (0) (158,400)
寄付金収入 (2,000) (0) (2,000)
受取利息収入 (326,092) (0) (326,092)
雑収入 (0) (0) (0)
繰入金収入 (17,000,000) (0) (△17,000,000) (0)

 事 業 活 動 収 入 計 19,817,746 38,602,392 △17,000,000 41,420,138 
２．事 業 活 動 支 出

①　事 業 費 支 出 15,015,329 15,604,348 30,619,677 
人件費支出 (4,470,093) (4,470,092) (8,940,185)
厚生費支出 (3,602) (3,602) (7,204)
調査研究費支出 (313,738) (70,420) (384,158)
資料製作費支出 (2,642,414) (2,537,951) (5,180,365)
講演会費支出 (1,145,185) (0) (1,145,185)
助成金支出 (4,857,229) (0) (4,857,229)
通信費支出 (129,180) (260,830) (390,010)
交通費支出 (79,370) (0) (79,370)
宣伝広告費支出 (32,445) (32,445) (64,890)
地代家賃支出 (1,109,040) (5,327,040) (6,436,080)
水道光熱費支出 (49,331) (49,331) (98,662)
事務用品費支出 (23,082) (0) (23,082)
図書費支出 (66,340) (0) (66,340)
器具備品費支出 (81,900) (81,900) (163,800)
会議費支出 (0) (0) (0)
修繕費支出 (0) (418,542) (418,542)
保険料支出 (0) (32,875) (32,875)
租税公課支出 (0) (2,309,500) (2,309,500)
雑支出 (12,380) (9,820) (22,200)

②　管 理 費 支 出 1,990,705 1,569,661 3,560,366 
人件費支出 (1,117,523) (1,117,523) (2,235,046)
厚生費支出 (900) (900) (1,800)
通信費支出 (7,224) (7,224) (14,448)
交通費支出 (34,345) (34,345) (68,690)
地代家賃支出 (277,260) (277,260) (554,520)
水道光熱費支出 (12,333) (12,332) (24,665)
事務用品費支出 (18,747) (18,746) (37,493)
図書費支出 (2,905) (2,904) (5,809)
器具備品費支出 (690) (690) (1,380)
会議費支出 (45,668) (0) (45,668)
交際費支出 (396,226) (20,854) (417,080)
雑支出 (76,884) (76,883) (153,767)

③　繰 入 金 支 出
繰入金支出 (0) (17,000,000) (△17,000,000) (0)

 事 業 活 動 支 出 計 17,006,034 34,174,009 △17,000,000 34,180,043 
事 業 活 動 収 支 差 額 2,811,712 4,428,383 0 7,240,095 

収 支 計 算 書 総 括 表
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）

科         目
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（財）大竹財団

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投 資 活 動 収 入

投資有価証券売却収入 (4,000,000) (0) (4,000,000)
 投 資 活 動 収 入 計 4,000,000 0 4,000,000 

２．投 資 活 動 支 出
減価償却引当資産取得支出 (3,143,706) (0) (3,143,706)
修繕引当資産取得支出 (1,000,000) (0) (1,000,000)
投資有価証券取得支出 (2,002,069) (0) (2,002,069)

 投 資 活 動 支 出 計 6,145,775 0 6,145,775 
投 資 活 動 収 支 差 額 △2,145,775 0 △2,145,775 

Ⅲ．財務活動収支の部 0 0 0 
Ⅳ．法人税等 0 4,300,000 4,300,000 
Ⅴ．予備費支出 0 0 0 

当期収支差額 665,937 128,383 794,320 
前期繰越収支差額 2,827,790 2,666,934 5,494,724 
次期繰越収支差額 3,493,727 2,795,317 6,289,044 

（注記）
１、

２、

３、次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

合計 一般会計 特別会計
　現金預金 7,668,417 9,489,098 (2,093,541) (7,395,557)
　有価証券 3,498,892 1,762,694 (1,762,694) (0)
　前払金 383 0 (0) (0)
　前払費用 582,550 582,550 (115,525) (467,025)

合　　計 11,750,242 11,834,342 (3,971,760) (7,862,582)
　未払金 1,700 3,700 (0) (3,700)
　未払費用 720,757 578,652 (376,307) (202,345)
　未払消費税 445,000 475,000 (0) (475,000)
　預り金 79,941 101,726 (101,726) (0)
　納税充当金 5,008,120 4,386,220 (0) (4,386,220)

合　　計 6,255,518 5,545,298 (478,033) (5,067,265)
5,494,724 6,289,044 (3,493,727) (2,795,317)

収支計算書は｢公益法人会計における内部管理事項について」（平成１７年３月２３日　公益法人等
の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された３区分の様式により作成してい
る。

次期繰越収支差額

資金の範囲
　資金の範囲には、現金預金、有価証券、前払金、前払費用、仮払金、未払金、未払費用、未払消
費税、預り金、納税充当金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載するとおり
である。

前 期 末 残 高
当期末残高

科　　目
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（財）大竹財団

一般会計 （単位円）
予 算 額 決 算 額 差 異 備　考

Ⅰ. 事業活動収支の部
１．事 業 活 動 収 入

基本財産配当金収入 (2,000,000) (2,000,000) (0)
特定資産利息収入 (200,000) (331,254) (△131,254)
講演会事業収入 (150,000) (158,400) (△8,400)
寄付金収入 (50,000) (2,000) (48,000)
受取利息収入 (200,000) (326,092) (△126,092)
雑収入 (10,000) (0) (10,000)
特別会計からの繰入金収入 (19,000,000) (17,000,000) (2,000,000)

 事 業 活 動 収 入 計 21,610,000 19,817,746 1,792,254 
２．事 業 活 動 支 出

①　事 業 費 支 出 17,320,000 15,015,329 2,304,671 
人件費支出 (4,600,000) (4,470,093) (129,907)
厚生費支出 (80,000) (3,602) (76,398)
調査研究費支出 (800,000) (313,738) (486,262)
資料製作費支出 (3,500,000) (2,642,414) (857,586)
講演会費支出 (1,300,000) (1,145,185) (154,815)
助成金支出 (5,000,000) (4,857,229) (142,771)
通信費支出 (300,000) (129,180) (170,820)
交通費支出 (150,000) (79,370) (70,630)
宣伝広告費支出 (50,000) (32,445)
地代家賃支出 (1,120,000) (1,109,040) (10,960)
水道光熱費支出 (60,000) (49,331) (10,669)
事務用品費支出 (40,000) (23,082) (16,918)
図書費支出 (100,000) (66,340) (33,660)
器具備品費支出 (150,000) (81,900) (68,100)
会議費支出 (20,000) (0) (20,000)
雑支出 (50,000) (12,380) (37,620)

②　管 理 費 支 出 2,340,000 1,990,705 349,295 
人件費支出 (1,150,000) (1,117,523) (32,477)
厚生費支出 (20,000) (900) (19,100)
通信費支出 (20,000) (7,224) (12,776)
交通費支出 (40,000) (34,345) (5,655)
地代家賃支出 (280,000) (277,260) (2,740)
水道光熱費支出 (15,000) (12,333) (2,667)
事務用品費支出 (30,000) (18,747) (11,253)
図書費支出 (15,000) (2,905) (12,095)
器具備品費支出 (50,000) (690) (49,310)
会議費支出 (150,000) (45,668) (104,332)
交際費支出 (450,000) (396,226) (53,774)
雑支出 (120,000) (76,884) (43,116)

 事 業 活 動 支 出 計 19,660,000 17,006,034 2,653,966 
事 業 活 動 収 支 差 額 1,950,000 2,811,712 △861,712 

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投 資 活 動 収 入

投資有価証券売却収入 (4,000,000) (4,000,000) (0) 公社債の満期償還

 投 資 活 動 収 入 計 4,000,000 4,000,000 0 
２．投 資 活 動 支 出

減価償却引当資産取得支出 (3,250,000) (3,143,706) (106,294)
修繕引当資産取得支出 (1,000,000) (1,000,000) (0)
投資有価証券取得支出 (4,000,000) (2,002,069) (1,997,931)

 投 資 活 動 支 出 計 8,250,000 6,145,775 2,104,225 
投 資 活 動 収 支 差 額 △4,250,000 △2,145,775 △2,104,225 

Ⅴ．予備費支出 500,000 0 500,000 
当期収支差額 △2,800,000 665,937 △3,465,937 
前期繰越収支差額 2,800,000 2,827,790 △27,790 
次期繰越収支差額 0 3,493,727 △3,493,727 

収 支 計 算 書
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）

科         目
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（財）大竹財団

特別会計（賃貸・出版） （単位円）
予 算 額 決 算 額 差 異 備　考

Ⅰ. 事業活動収支の部
１．事 業 活 動 収 入

基本財産賃貸料収入 (41,000,000) (38,399,592) (2,600,408)
出版事業収入 (300,000) (202,800) (97,200)
雑収入 (10,000) (0) (10,000)

 事 業 活 動 収 入 計 41,310,000 38,602,392 2,707,608 
２．事 業 活 動 支 出

①　事 業 費 支 出 17,040,000 15,604,348 1,435,652 
人件費支出 (4,600,000) (4,470,092) (129,908)
厚生費支出 (80,000) (3,602) (76,398)
調査研究費支出 (200,000) (70,420) (129,580)
資料製作費支出 (2,800,000) (2,537,951) (262,049)
通信費支出 (350,000) (260,830) (89,170)
交通費支出 (50,000) (0) (50,000)
宣伝広告費支出 (50,000) (32,445) (17,555)
地代家賃支出 (5,330,000) (5,327,040) (2,960) 借地代4,218千円

水道光熱費支出 (60,000) (49,331) (10,669)
事務用品費支出 (30,000) (0) (30,000)
図書費支出 (20,000) (0) (20,000)
器具備品費支出 (100,000) (81,900) (18,100)
会議費支出 (30,000) (0) (30,000)
修繕費支出 (800,000) (418,542) (381,458)
保険料支出 (40,000) (32,875) (7,125)
租税公課支出 (2,450,000) (2,309,500) (140,500) 固定資産税等

雑支出 (50,000) (9,820) (40,180)
②　管 理 費 支 出 1,770,000 1,569,661 200,339 

人件費支出 (1,150,000) (1,117,523) (32,477)
厚生費支出 (20,000) (900) (19,100)
通信費支出 (20,000) (7,224) (12,776)
交通費支出 (40,000) (34,345) (5,655)
地代家賃支出 (280,000) (277,260) (2,740)
水道光熱費支出 (15,000) (12,332) (2,668)
事務用品費支出 (30,000) (18,746) (11,254)
図書費支出 (15,000) (2,904) (12,096)
器具備品費支出 (50,000) (690) (49,310)
交際費支出 (30,000) (20,854) (9,146)
雑支出 (120,000) (76,883) (43,117)

③　繰 入 金 支 出
一般会計への繰入金支出 (19,000,000) (17,000,000) (2,000,000)

 事 業 活 動 支 出 計 37,810,000 34,174,009 3,635,991 
事 業 活 動 収 支 差 額 3,500,000 4,428,383 △928,383 

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投 資 活 動 収 入

 投 資 活 動 収 入 計 0 0 0 
２．投 資 活 動 支 出

 投 資 活 動 支 出 計 0 0 0 
投 資 活 動 収 支 差 額 0 0 0 

Ⅲ．財務活動収支の部 0 0 0 
Ⅳ．法人税等 5,500,000 4,300,000 1,200,000 
Ⅴ．予備費支出 500,000 0 500,000 

当期収支差額 △2,500,000 128,383 △2,628,383 
前期繰越収支差額 2,500,000 2,666,934 △166,934 
次期繰越収支差額 0 2,795,317 △2,795,317 

収 支 計 算 書
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）

科         目
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(財）大竹財団

貸 借 対 照 表 総 括 表
平成２１年３月３１日現在

（単位円）

科   目
一般会計
（非収益）

特別会計
（賃貸出版）

内部取引消去 合 計

Ⅰ．資産の部
  １．流動資産

現金預金 2,093,541 7,395,557 9,489,098
有価証券 1,762,694 0 1,762,694
前払費用 115,525 467,025 582,550
在庫出版物 840,800 840,800

3,971,760 8,703,382 12,675,142
  ２．固定資産

(1) 基本財産
投資有価証券 119,440,000 119,440,000
借地権 392,000,000 392,000,000

511,440,000 0 511,440,000
(2) 特定資産

建物 134,346,450 134,346,450
減価償却累計額 △22,852,326 △22,852,326
減価償却引当資産 22,852,326 22,852,326
修繕引当資産 5,000,000 5,000,000
預り保証金引当資産 37,849,000 37,849,000

  特定資産合計 65,701,326 111,494,124 177,195,450
(3) その他固定資産

投資有価証券 20,996,055 20,996,055
出資金 2,000,000 2,000,000
差入保証金 50,000 50,000

22,996,055 50,000 23,046,055
600,137,381 111,544,124 711,681,505
604,109,141 120,247,506 724,356,647

Ⅱ．負債の部
  １．流動負債

未払金 0 3,700 3,700
未払費用 376,307 202,345 578,652
未払消費税 475,000 475,000
預り金 101,726 101,726
納税充当金 4,386,220 4,386,220

478,033 5,067,265 5,545,298
  ２．固定負債

預り保証金 37,849,000 37,849,000
37,849,000 0 37,849,000
38,327,033 5,067,265 43,394,298

Ⅲ．正味財産の部
  １．指定正味財産

寄付金 501,440,000 100,000,000 601,440,000
(501,440,000) (0) (501,440,000)

(0) (100,000,000) (100,000,000)

  ２．一般正味財産 64,342,108 15,180,241 79,522,349
(0) (0) (0)

(27,852,326) (11,494,124) (39,346,450)

565,782,108 115,180,241 680,962,349
604,109,141 120,247,506 724,356,647  負債及び正味財産合計

  （うち特定資産への充当額）

  （うち基本財産への充当額）
  （うち特定資産への充当額）
  正味財産合計

  流 動 資 産 合 計

  基本財産合計

  その他の固定資産合計

  固定負債合計
  負債合計

  （うち基本財産への充当額）

  固定資産合計
  資産合計

  流動負債合計
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(財）大竹財団

貸 借 対 照 表
平成２１年３月３１日現在

一般会計 （単位円）
科   目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ．資産の部
  １．流動資産

現金預金 2,093,541 1,314,608 778,933
有価証券 1,762,694 1,995,627 △232,933
前払金 0 383 △383
前払費用 115,525 115,525 0

3,971,760 3,426,143 545,617
  ２．固定資産

(1) 基本財産
投資有価証券 119,440,000 109,440,000 10,000,000
借地権 392,000,000 392,000,000 0

511,440,000 501,440,000 10,000,000
(2) 特定資産

減価償却引当資産 22,852,326 19,708,620 3,143,706
修繕引当資産 5,000,000 4,000,000 1,000,000
預り保証金引当資産 37,849,000 37,849,000 0

  特定資産合計 65,701,326 61,557,620 4,143,706
(3) その他固定資産

工具器具備品 0 184,590 △184,590
減価償却累計額 0 △177,206 177,206
投資有価証券 20,996,055 32,993,986 △11,997,931
出資金 2,000,000 2,000,000 0

22,996,055 35,001,370 △12,005,315
600,137,381 597,998,990 2,138,391
604,109,141 601,425,133 2,684,008

Ⅱ．負債の部
  １．流動負債

未払費用 376,307 518,412 △142,105
預り金 101,726 79,941 21,785

478,033 598,353 △120,320
  ２．固定負債

預り保証金 37,849,000 37,849,000 0
37,849,000 37,849,000 0
38,327,033 38,447,353 △120,320

Ⅲ．正味財産の部
  １．指定正味財産

寄付金 501,440,000 501,440,000 0
(501,440,000) (501,440,000) (0)

(0) (0) (0)

  ２．一般正味財産 64,342,108 61,537,780 2,804,328
(0) (0) (0)

(27,852,326) (23,708,620) (4,143,706)

565,782,108 562,977,780 2,804,328
604,109,141 601,425,133 2,684,008

  流 動 資 産 合 計

  基本財産合計

  その他の固定資産合計

  （うち特定資産への充当額）

  負債合計

  （うち基本財産への充当額）

  固定負債合計

  固定資産合計
  資産合計

  流動負債合計

  （うち基本財産への充当額）
  （うち特定資産への充当額）
  正味財産合計
  負債及び正味財産合計
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(財）大竹財団

貸 借 対 照 表
平成２１年３月３１日現在

特別会計（賃貸・出版） （単位円）
科   目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ．資産の部
  １．流動資産

現金預金 7,395,557 6,353,809 1,041,748
有価証券 0 1,503,265 △1,503,265
前払費用 467,025 467,025 0
在庫出版物 840,800 3,387,986 △2,547,186

8,703,382 11,712,085 △3,008,703
  ２．固定資産

(1) 基本財産 0
0 0 0

(2) 特定資産
建物 134,346,450 134,346,450 0
減価償却累計額 △22,852,326 △19,708,620 △3,143,706

  特定資産合計 111,494,124 114,637,830 △3,143,706
(3) その他固定資産

差入保証金 50,000 50,000 0
50,000 50,000 0

111,544,124 114,687,830 △3,143,706
120,247,506 126,399,915 △6,152,409

Ⅱ．負債の部
  １．流動負債

未払金 3,700 1,700 2,000
未払費用 202,345 202,345 0
未払消費税 475,000 445,000 30,000
納税充当金 4,386,220 5,008,120 △621,900

5,067,265 5,657,165 △589,900
  ２．固定負債

0 0
5,067,265 5,657,165 △589,900

Ⅲ．正味財産の部
  １．指定正味財産

寄付金 100,000,000 100,000,000 0
(0) (0) (0)

(100,000,000) (100,000,000) (0)

  ２．一般正味財産 15,180,241 20,742,750 △5,562,509
(0) (0) (0)

(11,494,124) (14,637,830) △(3,143,706)

115,180,241 120,742,750 △5,562,509
120,247,506 126,399,915 △6,152,409

  （うち基本財産への充当額）

  固定資産合計
  資産合計

  流動負債合計

  負債及び正味財産合計

  （うち特定資産への充当額）

  （うち基本財産への充当額）
  （うち特定資産への充当額）
  正味財産合計

  流 動 資 産 合 計

  基本財産合計

  その他の固定資産合計

  固定負債合計
  負債合計
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（財）大竹財団

（単位円）
一 般 会 計
（ 非 収 益 ）

特 別 会 計
（賃貸・出版）

内部取引消去額 合　　　計

Ⅰ. 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
　(1) 経常収益

基本財産賃受取賃貸料 (0) (38,399,592) (38,399,592)
基本財産受取配当金 (2,000,000) (0) (2,000,000)
特定資産受取利息 (331,254) (0) (331,254)
出版事業収益 (0) (202,800) (202,800)
講演会事業収益 (158,400) (0) (158,400)

受取寄付金 (2,000) (0) (2,000)
受取利息 (326,092) (0) (326,092)
雑収益 (0) (0) (0)
特別会計からの繰入額 (17,000,000) (0) (△17,000,000) (0)

 経 常 収 益 計 19,817,746 38,602,392 △17,000,000 41,420,138 
　(2) 経常費用

①　事 業 費 15,022,713 19,781,698 34,804,411 
人件費 (4,470,093) (4,470,092) (8,940,185)
厚生費 (3,602) (3,602) (7,204)
調査研究費 (313,738) (93,483) (407,221)
資料製作費 (2,642,414) (3,548,532) (6,190,946)
講演会費 (1,145,185) (0) (1,145,185)
助成金 (4,857,229) (0) (4,857,229)
通信費 (129,180) (260,830) (390,010)
交通費 (79,370) (0) (79,370)

宣伝広告費 (32,445) (32,445) (64,890)
減価償却引費 (7,384) (3,143,706) (3,151,090)
地代家賃 (1,109,040) (5,327,040) (6,436,080)
水道光熱費 (49,331) (49,331) (98,662)
事務用品費 (23,082) (0) (23,082)
図書費 (66,340) (0) (66,340)
器具備品費 (81,900) (81,900) (163,800)
会議費 (0) (0) (0)
修繕費 (0) (418,542) (418,542)
保険料 (0) (32,875) (32,875)
租税公課 (0) (2,309,500) (2,309,500)
雑費 (12,380) (9,820) (22,200)

②　管 理 費 1,990,705 1,569,661 3,560,366 
人件費 (1,117,523) (1,117,523) (2,235,046)
厚生費 (900) (900) (1,800)
通信費 (7,224) (7,224) (14,448)
交通費 (34,345) (34,345) (68,690)
地代家賃 (277,260) (277,260) (554,520)
水道光熱費 (12,333) (12,332) (24,665)
事務用品費 (18,747) (18,746) (37,493)
図書費 (2,905) (2,904) (5,809)
器具備品費 (690) (690) (1,380)
会議費 (45,668) (0) (45,668)
交際費 (396,226) (20,854) (417,080)
雑費 (76,884) (76,883) (153,767)

③　他会計への操出額
一般会計への操出額 (0) (17,000,000) (△17,000,000) (0)

 経 常 費 用 計 17,013,418 38,351,359 △17,000,000 38,364,777 
当期経常増減額 2,804,328 251,033 3,055,361 

科    目

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）
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（財）大竹財団

２．経常外増減の部
在庫出版物評価損 (1,513,542) (1,513,542)

 経 常 外 費 用 計 0 1,513,542 0 1,513,542 
当期経常外増減額 0 △1,513,542 △1,513,542 

３．法人税等 0 4,300,000 4,300,000 
当期一般正味財産増減額 2,804,328 △5,562,509 △2,758,181 
一般正味財産期首残高 61,537,780 20,742,750 82,280,530 
一般正味財産期末残高 64,342,108 15,180,241 79,522,349 

Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0 
指定正味財産期首残高 501,440,000 100,000,000 601,440,000 
指定正味財産期末残高 501,440,000 100,000,000 601,440,000 

Ⅲ．正味財産期末残高 565,782,108 115,180,241 680,962,349 
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（財）大竹財団

一般会計 （単位円）
当年度 前年度 増　減

Ⅰ. 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
　(1) 経常収益

基本財産受取配当金 (2,000,000) (2,000,000) (0)
特定資産受取利息 (331,254) (167,953) (163,301)
講演会事業収益 (158,400) (140,900) (17,500)
受取寄付金 (2,000) (5,000) △(3,000)
受取利息 (326,092) (293,974) (32,118)
雑収益 (0) (10,000) △(10,000)
特別会計からの繰入額 (17,000,000) (17,500,000) △(500,000)

 経 常 収 益 計 19,817,746 20,117,827 △300,081 
　(2) 経常費用

①　事 業 費 15,022,713 13,591,439 1,431,274 
人件費 (4,470,093) (2,902,720) (1,567,373)
厚生費 (3,602) (3,890) △(288)
調査研究費 (313,738) (857,607) △(543,869)
資料製作費 (2,642,414) (2,193,904) (448,510)
講演会費 (1,145,185) (1,184,485) △(39,300)
助成金 (4,857,229) (4,960,000) △(102,771)
通信費 (129,180) (138,828) △(9,648)
交通費 (79,370) (87,330) △(7,960)
宣伝広告費 (32,445) (0) (32,445)
減価償却引費 (7,384) (1,845) (5,539)
地代家賃 (1,109,040) (1,025,008) (84,032)
水道光熱費 (49,331) (49,673) △(342)
事務用品費 (23,082) (1,926) (21,156)
図書費 (66,340) (75,597) △(9,257)
器具備品費 (81,900) (90,701) △(8,801)
会議費 (0) (8,690) △(8,690)
雑費 (12,380) (9,235) (3,145)

②　管 理 費 1,990,705 1,608,548 382,157 
人件費 (1,117,523) (725,680) (391,843)
厚生費 (900) (973) △(73)
通信費 (7,224) (6,835) (389)
交通費 (34,345) (3,860) (30,485)
地代家賃 (277,260) (256,252) (21,008)
水道光熱費 (12,333) (12,419) △(86)
事務用品費 (18,747) (14,943) (3,804)
図書費 (2,905) (2,188) (717)
器具備品費 (690) (15,303) △(14,613)
会議費 (45,668) (62,227) △(16,559)
交際費 (396,226) (396,239) △(13)
雑費 (76,884) (111,629) △(34,745)

 経 常 費 用 計 17,013,418 15,199,987 1,813,431 
当期経常増減額 2,804,328 4,917,840 △2,113,512 

２．経常外増減の部
当期経常外増減額 0 0 0 
当期一般正味財産増減額 2,804,328 4,917,840 △2,113,512 
一般正味財産期首残高 61,537,780 56,619,940 4,917,840 
一般正味財産期末残高 64,342,108 61,537,780 2,804,328 

Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0 
指定正味財産期首残高 501,440,000 501,440,000 0 
指定正味財産期末残高 501,440,000 501,440,000 0 

Ⅲ．正味財産期末残高 565,782,108 562,977,780 2,804,328 

科    目

正 味 財 産 増 減 計 算 書
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）
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（財）大竹財団

特別会計（賃貸・出版） （単位円）
当年度 前年度 増　減

Ⅰ.一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
　(1) 経常収益

基本財産賃受取賃貸料 (38,399,592) (37,145,489) (1,254,103)
出版事業収益 (202,800) (273,390) △(70,590)

経常収益計 38,602,392 37,418,879 1,183,513 
　(2) 経常費用

①　事業費 19,781,698 16,959,102 2,822,596 
人件費 (4,470,092) (2,902,720) (1,567,372)
厚生費 (3,602) (3,890) △(288)
調査研究費 (93,483) (122,459) △(28,976)
資料製作費 (3,548,532) (2,523,506) (1,025,026)
通信費 (260,830) (314,180) △(53,350)
交通費 (0) (31,240) △(31,240)
宣伝広告費 (32,445) (43,188) △(10,743)
減価償却引費 (3,143,706) (3,264,618) △(120,912)
地代家賃 (5,327,040) (5,243,008) (84,032)
水道光熱費 (49,331) (49,673) △(342)
事務用品費 (0) (0) (0)
器具備品費 (81,900) (0) (81,900)
修繕費 (418,542) (119,878) (298,664)
保険料 (32,875) (38,012) △(5,137)
租税公課 (2,309,500) (2,293,400) (16,100)
雑費 (9,820) (9,330) (490)

②　管理費 1,569,661 1,170,932 398,729 
人件費 (1,117,523) (725,680) (391,843)
厚生費 (900) (973) △(73)
通信費 (7,224) (6,834) (390)
交通費 (34,345) (3,860) (30,485)
地代家賃 (277,260) (256,252) (21,008)
水道光熱費 (12,332) (12,418) △(86)
事務用品費 (18,746) (14,943) (3,803)
図書費 (2,904) (2,187) (717)
器具備品費 (690) (15,302) △(14,612)
交際費 (20,854) (20,855) △(1)
雑費 (76,883) (111,628) △(34,745)

③　他会計への操出額
一般会計への操出額 (17,000,000) (17,500,000) △(500,000)

経常費用計 38,351,359 35,630,034 2,721,325 
当期経常増減額 251,033 1,788,845 △1,537,812 

２．経常外増減の部
在庫出版物評価損 (1,513,542) (0) (1,513,542)

 経 常 外 費 用 計 1,513,542 0 1,513,542 
当期経常外増減額 △1,513,542 0 △1,513,542 

３．法人税等 4,300,000 5,000,000 △700,000 
当期一般正味財産増減額 △5,562,509 △3,211,155 △2,351,354 
一般正味財産期首残高 20,742,750 23,953,905 △3,211,155 
一般正味財産期末残高 15,180,241 20,742,750 △5,562,509 

Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0 
指定正味財産期首残高 100,000,000 100,000,000 0 
指定正味財産期末残高 100,000,000 100,000,000 0 

Ⅲ．正味財産期末残高 115,180,241 120,742,750 △5,562,509 

科    目

正 味 財 産 増 減 計 算 書
（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで）
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１．重要な会計指針

(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 

在庫出版物・・・個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り

　　　　　　　　下げの方法により算定）によっている。

(3)固定資産の減価償却方法 

建物及び什器備品・・・定額法によっている。

(4)消費税等の経理処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．会計方針の変更

３．基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

（単位円）

科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減尐額 当期末残高

基本財産

　借地権 392,000,000 392,000,000

　投資有価証券 109,440,000 10,000,000 119,440,000

小　　計 501,440,000 10,000,000 0 511,440,000

特定資産

　建物 134,346,450 134,346,450

　減価償却累計額 △19,708,620 △3,143,706 △22,852,326

　減価償却引当資産 19,708,620 3,143,706 22,852,326

　修繕引当資産 4,000,000 1,000,000 5,000,000

　預り保証金引当資産 37,849,000 37,849,000

小　　計 176,195,450 1,000,000 0 177,195,450

合　　計 677,635,450 11,000,000 0 688,635,450

４．基本財産及び特定財産の財源等の内訳

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 (うち指定充当額)(うち一般充当額)(うち負債対応額)

基本財産

　借地権 392,000,000 392,000,000

　投資有価証券 119,440,000 109,440,000 10,000,000

小　　計 511,440,000 501,440,000 10,000,000 0

特定資産

　建物 134,346,450 100,000,000 34,346,450

　減価償却累計額 △22,852,326 △22,852,326

　減価償却引当資産 22,852,326 22,852,326

　修繕引当資産 5,000,000 5,000,000

　預り保証金引当資産 37,849,000 37,849,000

小　　計 177,195,450 100,000,000 39,346,450 37,849,000

合　　計 688,635,450 601,440,000 49,346,450 37,849,000

財務諸表に対する注記

　特に無し

23



５、在庫出版物当期仕入原価の内訳。

在庫出版物当期仕入原価の内訳は、次のとおりである。

（単位円）

期首在庫出版物 当 期 仕 入 額 期末在庫出版物 当期仕入原価
① ② ③ ①＋②－③

調査研究費 63,337 70,420 40,274 93,483

資料制作費 3,324,649 2,537,951 2,314,068 3,548,532

計 3,387,986 2,608,371 2,354,342 3,642,015

６、在庫出版物の収益性による評価と簿価切り下げ額。

在庫出版物の帳簿価額及び収益性による簿価切下げ額は、次のとおりである。

（単位円）
科 目 帳 簿 価 額 評 価 額 簿 価 切 下 額

在庫出版物 2,354,342 840,800 △1,513,542

科 目
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(財）大竹財団

財  産  目  録
平成２１年３月３１日現在

（単位円）
科   目

Ⅰ．資産の部
  １．流動資産

現金預金
現金手許残高 99,771
当座預金 りそな銀行東京中央支店 7,002,067
普通預金 りそな銀行東京中央支店 1,604,190
普通預金 みずほ銀行京橋支店 456,637
普通預金 住友信託銀行東京中央支店 105,368
郵便振替預金 221,065
定期預金 りそな銀行東京中央支店 0

有価証券
大和證券銀座支店 ＭＭＦ 1,257,276
みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 ＭＲＦ 505,418

前払金
公社債経過利息 0

前払費用
(株)国際商事 家賃 231,050
(株)国際商事 地代 351,500

在庫出版物
地球号の危機ニュースレター他 840,800

　流動資産合計 12,675,142
  ２．固定資産

(1) 基本財産
投資有価証券

(株)国際商事 株式８万株 109,440,000
横浜市ハマ債５ 2,000,000
東京再生都債１１回 2,000,000
東京再生都債１２回 2,000,000
利付国債（５年）46回 2,000,000
電信電話債 55回 2,000,000

借地権
中央区京橋1-1-5 (512.18㎡x7.61%) 392,000,000

511,440,000
(2) 特定資産

建　物
  中央区京橋1ｰ1ｰ5 ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ13F 134,346,450

減価償却累計額 △22,852,326
減価償却引当資産

定期預金 りそな銀行東京中央支店 22,852,326
修繕引当資産

定期預金 りそな銀行東京中央支店 5,000,000
預り保証金引当資産

定期預金 住友信託銀行東京中央支店 18,000,000
定期預金 みずほ銀行京橋支店 19,849,000

  特定資産合計 177,195,450
(3) その他固定資産

投資有価証券　
満期保有目的債券

東京再生都債９回 5,000,000
東芝 ４６回 3,000,000
四都市CLO 1-C 3,000,000
1-A日生2005基金 2,000,000
オリックス　97回 2,000,000

金　　　額

  基本財産合計
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(財）大竹財団

利付国債（２年）265回 1,999,736
神奈川県５年 11回 1,999,800
長期国債　254回 1,996,519

出資金
(有中)ＪＦＳＤ 2,000,000

差入保証金
(有)ほんコミニケート社 50,000

23,046,055
711,681,505

724,356,647
Ⅱ．負債の部
  １．流動負債

未払金
りそな銀行東京中央支店 3,700

未払費用
ﾊﾟﾗｿﾙ他(ﾌｪｱﾄﾚｰﾄﾞ作成) 269,307
(株)環境データ 130,000
(株)新日本映画社 105,000
(株)トライ 66,675
三信倉庫(株) 5,670
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ環境ﾎﾙﾓﾝ対策会議 2,000

未払消費税
日本橋税務署 475,000

預り金
日本橋税務署源泉税 101,726

納税充当金
法人税等 4,386,220

  流動負債合計 5,545,298
  ２．固定負債

預り保証金
(株)国際商事 37,849,000

  固定負債合計 37,849,000
  負債合計 43,394,298

Ⅲ．正味財産の部
正味財産 680,962,349

  資産合計

  その他の固定資産合計
  固定資産合計
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