
平成23年度　財団法人大竹財団事業報告書 

自　平成23年4月 1日
至　平成24年3月31日

１．理事会並びに評議員会

  23年　5月27日 定例第1回理事会・評議員会を開催
  平成22年度事業報告、収支決算報告承認、任期満了にともなう役員、
  評議員選任の件についての審議、可決。

  24年   3月23日 定例第2回理事会・評議員会を開催
   平成24年度事業計画案および予算案承認、新公益法人移行に向けた
   「最初の評議員選任に関する理事の定め」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9回開催しました。

 23年 5月15日 講演会「福島第一原発事故で起きたこと、わかったこと、
   これからのこと」
   講師：　豊田直巳氏（フォトジャーナリスト）
    小泉好延氏（市民エネルギー研究所）
    安藤多恵子氏（市民エネルギー研究所代表）
    矢部忠夫氏（新潟県柏崎市市議）
    相沢一正氏（茨城県東海村村議）
   共催： 市民エネルギー研究所、たんぽぽ舎、現代史研究会
   会場： 明治大学駿河台キャンパス・リバティタワー

  6月22日 講演会「東日本大震災と人間の安全保障　～復興に向けて」
   講師： 池住義憲氏（立教大学特任教授）
   会場： 大竹財団会議室
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  7月 5日 講演会「ポルポト裁判の行方　～正義と国民和解は実現されるか」
   講師： 内山二郎氏（フリーライター）
   会場： 大竹財団会議室

  7月 8日 講演会「桜の異変が知らせる原発放射能汚染」
   講師： 奥田智子氏（サクラ調査ネットワーク、元東洋大学教授）
    柳田真氏（サクラ調査ネットワーク、たんぽぽ舎）
   会場： 大竹財団会議室

  9月28日 講演会「限界のアンバランス ～いのちにさからうゆがんだ知性」
   講師： 最首悟氏（和光大学名誉教授）
   会場： 大竹財団会議室

  11月 9日 講演会「東電福島原発公害
    ～除染キャンペーンと避難移住に対する補償」
   講師： 菅井益郎氏（國學院大學教授、市民エネルギー研究所)
   会場： 大竹財団会議室

  12月13日 講演会「固定価格買取制度で風力発電は変わるのか」
   講師： 斉藤純夫氏（ウィンドコネクト(株)代表取締役）
   会場： 大竹財団会議室

 24年 1月 18日 講演会「貧困の現場で生と死を見つめて」
   講師： 稲葉剛氏（自立生活サポートセンターもやい理事長）
   会場： 大竹財団会議室

  2月 12日 上映会「100,000年後の安全」
   講師： 滝川康治氏（ルポライター）
   共催： アジア太平洋資料センター
   協力： たんぽぽ舎
   会場： 東京ウィメンズプラザ・ホール

３．情報収集・調査取材活動

研究機関、NPO・NGO等から発行される定期刊行物や発行資料の収集のほか、他団体が
主催するシンポジウムやセミナーに参加し、社会的問題の現状および新しいトピックの
把握などに努めました。

（1）主な収集紙誌

『WINDPOWER MONTHLY』、『EPレポート』、『ソーラーシステム』、『原子力産
業新聞』、『エネルギーフォーラム』、『週刊金曜日』、『DAYSJAPAN』、『難民を助
ける会AARニュース』、『JATAN NEWS』、『カンボジア通信』、『世界人口ブレティ
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ン』『反フッ素レター』、『フッ素研究』、『HRNニュース』、『ジュノーさんのよう
に』、『パイザ』『お米の勉強会』など

（2）平成23年度に大竹財団が会員として登録した団体

（特活）APLA、（特活）日本国際ボランティアセンター、（特活）アジア太平洋資料セ
ンター、（特活）原子力情報資料室、（特活）国際協力NGOセンター、（特活）日本消
費者連盟、（特活）ピースデポ、（特活）ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議、食の
安全・監視市民委員会、バルディーズ研究会、食品と暮らしの安全、全国公益法人協会

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24年3
月末現在までに382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。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
おこないました。

年 月 日 番　　号 部　数

23. 4.20 No.371（5月号） 400

5.20 No.372（6月号） 400

6.20 No.373（7月号） 400

7.20 No.374（8月号） 400

8.20 No.375（9月号） 400

9.20 No.376（10月号） 400

10.20 No.377（11月号） 400

11.20 No.378（12月号） 400

12.20 No.379（1月号） 400

24. 1.20 No.380（2月号） 400

2.20 No.381（3月号） 400

3.20 No.382（4月号） 400

合　計 12　号 4800
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（2） ＲＥＶＥＡＬＩＮＧ  ＪＡＰＡＮ 発行

『REVEALING JAPAN』は、昭和53（1978）年7月の第1号より平成24年3月末現在ま
でに402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23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

23. 4.1 No.391 11

5.1 No.392 8

6.1 No.393 8

7.1 No.394 7

8.1 No.395 7

9.1 No.396 7

10.1 No.397 6

11.1 No.398 6

12.1 No.399 6

24. 1.1 No.400 6

2.1 No.401 6

3.1 No.402 6

合　計 12　号 84

（3） HUMAN 発行

主に海外NGO向けに、日本国内の環境、資源・エネルギー、原子力問題などを紹介す
る英文ニュースレター『HUMAN』No.17＜A4判／20ページ／市民エネルギー研究所
編集＞を発行（300部）しました。福島第一原発事故の政府発表や国内メディアによ
る誤りを正し、原発事故の経過詳細を解説するとともに、改めて現状でもエネルギー
政策が十分変更可能であることを説きました。
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（4） パンフレット

5月に『ホントに環境にやさしい電気とは？』＜カラーB6判／16ページ／編集：環境
とエネルギーを考える研究会＞を発行しました（2万部）。前年度の事業として企画し
制作にとりかかっていたパンフレットでしたが、平成23年3月に起こった福島第一原
発事故の影響で、原発事故や被爆に関することにも言及するなど、より脱原発に向け
た構成に組み替えました。また、発行後に一部内容に誤った記述が見つかったため改
訂し、1万5000部を増刷しました。

（5）ホームページの管理、情報公開

大竹財団ホームページ（http://ohdake-foundation.org）にて、活動案内、講演会・上
映会のイベント情報や予約システム、また寄付行為や事業報告書など公開資料のダウ
ンロード、助成金をはじめとした問い合わせに利用した。

4．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。
平成23年度の助成金事業は東日本大震災および福島第一原発事故の影響を受け、応募数
が増加し、51件の応募に対し選考により決定した14団体に対して総額 463万円1千円の
助成金（カンパ1件含む）を給付しました。

 23年 4月 15日 給付先： 東京23区廃プラ焼却公害調停首都圏連絡会
   目　的： 屋上粉塵のダイオキシン分析調査と報告書作成
   金　額： ￥150,000

  5月23日 給付先： （特活）FoE Japan
   目　的： 脱原発・エネルギーシフトの政策実現に向けたシンポジウム 
   金　額： ￥500,000

  5月25日 給付先： サクラ調査ネットワーク
   目　的： サクラと環境汚染・原発汚染の調査（冊子第8集と合本集
    発行）
   金　額： ￥500,000

  5月25日 給付先： 公害薬害職業病補償研究会
   目　的： 公害・薬害等の被害補償制度の比較検討、報告書の作成と
    報告会開催
   金　額： ￥ 500,000

（財）大竹財団



  5月25日 給付先： TECH JAPAN
   目　的： スリランカの地方女性のための起業テキストブック開発
   金　額： ￥338,000

  7月21日 給付先： （特活）メコン・ウォッチ
   目　的： 日本の公的資金による原子力発電所輸出に関する啓発・
    政策提言活動
   金　額： ￥180,000

  7月26日 給付先： （特活）地球市民ACTかながわ／TPAK
   目　的： タイ山岳少数民族の子ども達への健康教育プロジェクト
   金　額： ￥150,000

  8月 4日 給付先： NPO法人 実践まちづくり
   目　的： 福島原発事故とわたしたちの明日を考えるシンポジウム
   金　額： ￥265,000

  9月 5日 給付先： （特活）国際協力NGOセンター
   目　的： CSOの開発効果とODAの援助効果に関する調査・提言活動
   金　額： ￥500,000

  10月26日 給付先： （特活）ヒューマンライツ・ナウ
   目　的： 北東アジアにおける普遍的・定期的検査（UPR）勧告の
    フォローアップに関する市民社会フォーラム
   金　額： ￥300,000

  10月26日 給付先： 日本フッ素研究会
   目　的： 第31回日本フッ素研究会・全国集会開催費カンパ
   金　額： ￥30,000

  11月 4日 給付先： （特活）Link・森と水と人をつなぐ会
   目　的： 北タイの森を守る人を支えるプロジェクト
   金　額： ￥498,000

 24年  1月20日 給付先： ふじのくに浜岡原発を考える会
   目　的： シンポジウム「東海地震と浜岡原発　～今、私たちにできる  
    こと」
   金　額： ￥320,000

   3月 1日 給付先： 日本ビルマ救援センター（BRC-J）
   目　的： ビルマ避難民ロヒンギャの実態調査
   金　額： ￥400,000

   合　計： ￥4,6310,000　
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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 (37,700,000) (37,677,892) (22,108)
基本財産配当金収入 (2,000,000) (2,000,000) (0)
基本財産利息金収入 (150,000) (285,517) (△135,517)
特定資産利息収入 (150,000) (170,134) (△20,134)
出版事業収入 (300,000) (238,770) (61,230)
講演会事業収入 (150,000) (207,400) (△57,400)
寄付金収入 (50,000) (2,000) (48,000)
受取利息収入 (10,000) (2,816) (7,184)
雑収入 (20,000) (217,010) (△197,010)

 事 業 活 動 収 入 計 40,530,000 40,801,539 △271,539 
２．事 業 活 動 支 出

①　事 業 費 支 出 34,450,000 31,370,362 3,079,638 
人件費支出 (9,600,000) (9,126,013) (473,987)
厚生費支出 (80,000) (3,456) (76,544)
調査研究費支出 (600,000) (320,824) (279,176)
資料製作費支出 (5,900,000) (5,282,182) (617,818)
講演会費支出 (1,100,000) (907,771) (192,229)
助成金支出 (5,000,000) (4,631,000) (369,000)
通信費支出 (600,000) (445,545) (154,455)
交通費支出 (200,000) (6,730) (193,270)
宣伝広告費支出 (100,000) (30,630) (69,370)
地代家賃支出 (7,700,000) (7,661,452) (38,548) 借地代4,218千円

水道光熱費支出 (120,000) (113,432) (6,568)
事務用品費支出 (70,000) (6,195) (63,805)
図書費支出 (120,000) (30,700) (89,300)
器具備品費支出 (250,000) (105,000) (145,000)
会議費支出 (50,000) (0) (50,000)
修繕費支出 (400,000) (383,060) (16,940)
保険料支出 (60,000) (40,957) (19,043)
租税公課支出 (2,400,000) (2,250,000) (150,000) 固定資産税等

雑支出 (100,000) (25,415) (74,585)
②　管 理 費 支 出 4,460,000 3,815,652 644,348 

人件費支出 (2,400,000) (2,281,503) (118,497)
厚生費支出 (20,000) (864) (19,136)
通信費支出 (40,000) (15,957) (24,043)
交通費支出 (240,000) (87,430) (152,570)
地代家賃支出 (700,000) (687,164) (12,836)
水道光熱費支出 (30,000) (28,358) (1,642)
事務用品費支出 (60,000) (33,071) (26,929)
図書費支出 (30,000) (12,880) (17,120)
器具備品費支出 (100,000) (0) (100,000)
会議費支出 (120,000) (112,000) (8,000)
交際費支出 (480,000) (351,240) (128,760)
雑支出 (240,000) (205,185) (34,815)

 事 業 活 動 支 出 計 38,910,000 35,186,014 3,723,986 
事 業 活 動 収 支 差 額 1,620,000 5,615,525 △3,995,525 

（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）
収 支 計 算 書
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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

①　特定資産取得支出 4,300,000 4,223,527 76,473 
減価償却引当資産取得支出 (3,300,000) (3,264,618) (35,382)
修繕引当資産取得支出 (800,000) (800,000) (0)
退職給付引当資産取得支出 (200,000) (158,909) (41,091)

 投 資 活 動 支 出 計 4,300,000 4,223,527 76,473 
投 資 活 動 収 支 差 額 △4,300,000 △4,223,527 △76,473 

Ⅲ．財務活動収支の部 0 0 0 
Ⅳ．法人税等 4,200,000 3,800,000 400,000 
Ⅴ．予備費支出 820,000 0 820,000 

当期収支差額 △7,700,000 △2,408,002 △5,291,998 
前期繰越収支差額 7,700,000 6,961,792 738,208 
次期繰越収支差額 0 4,553,790 △4,553,790 

(注) 特別会計から一般会計への繰入金収入・支出3,100,000円は相殺し、表示していない。

(注) 特別会計から一般会計への元入金収入・支出13,750,000円は相殺し、表示していない。
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（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) (37,677,892) (37,677,892)
基本財産配当金収入 (2,000,000) (0) (2,000,000)
基本財産利息金収入 (285,517) (0) (285,517)
特定資産利息収入 (170,134) (0) (170,134)
出版事業収入 (0) (238,770) (238,770)
講演会事業収入 (207,400) (0) (207,400)
寄付金収入 (2,000) (0) (2,000)
受取利息収入 (2,816) (0) (2,816)
雑収入 (0) (217,010) (217,010)
繰入金収入 (3,100,000) (0) (△3,100,000) (0)

 事 業 活 動 収 入 計 5,767,867 38,133,672 △3,100,000 40,801,539 
２．事 業 活 動 支 出

①　事 業 費 支 出 14,928,320 16,442,042 31,370,362 
人件費支出 (4,563,007) (4,563,006) (9,126,013)
厚生費支出 (1,728) (1,728) (3,456)
調査研究費支出 (236,000) (84,824) (320,824)
資料製作費支出 (2,753,982) (2,528,200) (5,282,182)
講演会費支出 (907,771) (0) (907,771)
助成金支出 (4,631,000) (0) (4,631,000)
通信費支出 (213,640) (231,905) (445,545)
交通費支出 (6,730) (0) (6,730)
宣伝広告費支出 (30,630) (0) (30,630)
地代家賃支出 (1,374,326) (6,287,126) (7,661,452)
水道光熱費支出 (56,716) (56,716) (113,432)
事務用品費支出 (6,195) (0) (6,195)
図書費支出 (30,700) (0) (30,700)
器具備品費支出 (105,000) (0) (105,000)
会議費支出 (0) (0) (0)
修繕費支出 (0) (383,060) (383,060)
保険料支出 (0) (40,957) (40,957)
租税公課支出 (0) (2,250,000) (2,250,000)
雑支出 (10,895) (14,520) (25,415)

②　管 理 費 支 出 2,121,886 1,693,766 3,815,652 
人件費支出 (1,140,752) (1,140,751) (2,281,503)
厚生費支出 (432) (432) (864)
通信費支出 (7,979) (7,978) (15,957)
交通費支出 (43,715) (43,715) (87,430)
地代家賃支出 (343,582) (343,582) (687,164)
水道光熱費支出 (14,179) (14,179) (28,358)
事務用品費支出 (16,536) (16,535) (33,071)
図書費支出 (6,440) (6,440) (12,880)
器具備品費支出 (0) (0) (0)
会議費支出 (112,000) (0) (112,000)
交際費支出 (333,678) (17,562) (351,240)
雑支出 (102,593) (102,592) (205,185)

③　繰 入 金 支 出
繰入金支出 (0) (3,100,000) (△3,100,000) (0)

 事 業 活 動 支 出 計 17,050,206 21,235,808 △3,100,000 35,186,014 
事 業 活 動 収 支 差 額 △11,282,339 16,897,864 0 5,615,525 

収 支 計 算 書 総 括 表
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

科         目



（財）大竹財団

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投 資 活 動 収 入

元入金収入 (13,750,000) (0) (13,750,000)
 投 資 活 動 収 入 計 13,750,000 0 13,750,000 

２．投 資 活 動 支 出
元入金支出 (0) (13,750,000) (13,750,000)
減価償却引当資産取得支出 (3,264,618) (0) (3,264,618)
修繕引当資産取得支出 (800,000) (0) (800,000)
退職給付引当資産取得支出 (158,909) (0) (158,909)

 投 資 活 動 支 出 計 4,223,527 13,750,000 17,973,527 
投 資 活 動 収 支 差 額 9,526,473 △13,750,000 △4,223,527 

Ⅲ．財務活動収支の部 0 0 0 
Ⅳ．法人税等 0 3,800,000 3,800,000 
Ⅴ．予備費支出 0 0 0 

当期収支差額 △1,755,866 △652,136 △2,408,002 
前期繰越収支差額 3,997,970 2,963,822 6,961,792 
次期繰越収支差額 2,242,104 2,311,686 4,553,790 

（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 10,787,703 6,702,024 (587,547) (6,114,477)
　有価証券 2,144,278 2,296,482 (2,296,482) (0)
　前払金 0 0 (0) (0)
　前払費用 695,718 695,718 (143,159) (552,559)

合　　計 13,627,699 9,694,224 (3,027,188) (6,667,036)
　未払金 4,200 1,500 (0) (1,500)
　未払費用 314,690 840,700 (638,670) (202,030)
　未払消費税 610,500 372,800 (0) (372,800)
　預り金 167,697 146,414 (146,414) (0)
　納税充当金 5,568,820 3,779,020 (0) (3,779,020)

合　　計 6,665,907 5,140,434 (785,084) (4,355,350)
6,961,792 4,553,790 (2,242,104) (2,311,686)

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



（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)
基本財産利息金収入 (150,000) (285,517) (△135,517)
特定資産利息収入 (150,000) (170,134) (△20,134)
講演会事業収入 (150,000) (207,400) (△57,400)
寄付金収入 (50,000) (2,000) (48,000)
受取利息収入 (10,000) (2,816) (7,184)
雑収入 (10,000) (0) (10,000)
特別会計からの繰入金収入 (4,000,000) (3,100,000) (900,000)

 事 業 活 動 収 入 計 6,520,000 5,767,867 752,133 
２．事 業 活 動 支 出

①　事 業 費 支 出 16,810,000 14,928,320 1,881,680 
人件費支出 (4,800,000) (4,563,007) (236,993)
厚生費支出 (40,000) (1,728) (38,272)
調査研究費支出 (450,000) (236,000) (214,000)
資料製作費支出 (3,100,000) (2,753,982) (346,018)
講演会費支出 (1,100,000) (907,771) (192,229)
助成金支出 (5,000,000) (4,631,000) (369,000)
通信費支出 (300,000) (213,640) (86,360)
交通費支出 (150,000) (6,730) (143,270)
宣伝広告費支出 (50,000) (30,630) (19,370)
地代家賃支出 (1,400,000) (1,374,326) (25,674)
水道光熱費支出 (60,000) (56,716) (3,284)
事務用品費支出 (40,000) (6,195) (33,805)
図書費支出 (100,000) (30,700) (69,300)
器具備品費支出 (150,000) (105,000) (45,000)
会議費支出 (20,000) (0) (20,000)
雑支出 (50,000) (10,895) (39,105)

②　管 理 費 支 出 2,500,000 2,121,886 378,114 
人件費支出 (1,200,000) (1,140,752) (59,248)
厚生費支出 (10,000) (432) (9,568)
通信費支出 (20,000) (7,979) (12,021)
交通費支出 (120,000) (43,715) (76,285)
地代家賃支出 (350,000) (343,582) (6,418)
水道光熱費支出 (15,000) (14,179) (821)
事務用品費支出 (30,000) (16,536) (13,464)
図書費支出 (15,000) (6,440) (8,560)
器具備品費支出 (50,000) (0) (50,000)
会議費支出 (120,000) (112,000) (8,000)
交際費支出 (450,000) (333,678) (116,322)
雑支出 (120,000) (102,593) (17,407)

 事 業 活 動 支 出 計 19,310,000 17,050,206 2,259,794 
事 業 活 動 収 支 差 額 △12,790,000 △11,282,339 △1,507,661 

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投 資 活 動 収 入

元入金収入 (13,000,000) (13,750,000) (△750,000)
 投 資 活 動 収 入 計 13,000,000 13,750,000 △750,000 

２．投 資 活 動 支 出
減価償却引当資産取得支出 (3,300,000) (3,264,618) (35,382)
修繕引当資産取得支出 (800,000) (800,000) (0)
退職給付引当資産取得支出 (200,000) (158,909) (41,091)

 投 資 活 動 支 出 計 4,300,000 4,223,527 76,473 
投 資 活 動 収 支 差 額 8,700,000 9,526,473 △826,473 

Ⅲ．財務活動収支の部 0 0 0 
Ⅳ．法人税等 0 0 0 
Ⅴ．予備費支出 410,000 0 410,000 

当期収支差額 △4,500,000 △1,755,866 △2,744,134 
前期繰越収支差額 4,500,000 3,997,970 502,030 
次期繰越収支差額 0 2,242,104 △2,242,104 

収 支 計 算 書
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

科         目



（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 (37,700,000) (37,677,892) (22,108)
出版事業収入 (300,000) (238,770) (61,230)
雑収入 (10,000) (217,010) △(207,010)

 事 業 活 動 収 入 計 38,010,000 38,133,672 △123,672 
２．事 業 活 動 支 出

①　事 業 費 支 出 17,640,000 16,442,042 1,197,958 
人件費支出 (4,800,000) (4,563,006) (236,994)
厚生費支出 (40,000) (1,728) (38,272)
調査研究費支出 (150,000) (84,824) (65,176)
資料製作費支出 (2,800,000) (2,528,200) (271,800)
通信費支出 (300,000) (231,905) (68,095)
交通費支出 (50,000) (0) (50,000)
宣伝広告費支出 (50,000) (0) (50,000)
地代家賃支出 (6,300,000) (6,287,126) (12,874) 借地代4,912,800円

水道光熱費支出 (60,000) (56,716) (3,284)
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) (0) (100,000)
会議費支出 (30,000) (0) (30,000)
修繕費支出 (400,000) (383,060) (16,940)
保険料支出 (60,000) (40,957) (19,043)
租税公課支出 (2,400,000) (2,250,000) (150,000) 固定資産税等

雑支出 (50,000) (14,520) (35,480)
②　管 理 費 支 出 1,960,000 1,693,766 266,234 

人件費支出 (1,200,000) (1,140,751) (59,249)
厚生費支出 (10,000) (432) (9,568)
通信費支出 (20,000) (7,978) (12,022)
交通費支出 (120,000) (43,715) (76,285)
地代家賃支出 (350,000) (343,582) (6,418)
水道光熱費支出 (15,000) (14,179) (821)
事務用品費支出 (30,000) (16,535) (13,465)
図書費支出 (15,000) (6,440) (8,560)
器具備品費支出 (50,000) (0) (50,000)
交際費支出 (30,000) (17,562) (12,438)
雑支出 (120,000) (102,592) (17,408)

③　繰 入 金 支 出
一般会計への繰入金支出 (4,000,000) (3,100,000) (900,000)

 事 業 活 動 支 出 計 23,600,000 21,235,808 2,364,192 
事 業 活 動 収 支 差 額 14,410,000 16,897,864 △2,487,864 

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

元入金支出 (13,000,000) (13,750,000) △(750,000)
 投 資 活 動 支 出 計 13,000,000 13,750,000 △750,000 

投 資 活 動 収 支 差 額 △13,000,000 △13,750,000 750,000 
Ⅲ．財務活動収支の部 0 0 0 
Ⅳ．法人税等 4,200,000 3,800,000 400,000 
Ⅴ．予備費支出 410,000 0 410,000 

当期収支差額 △3,200,000 △652,136 △2,547,864 
前期繰越収支差額 3,200,000 2,963,822 236,178 
次期繰越収支差額 0 2,311,686 △2,311,686 

収 支 計 算 書
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

科         目



(財）大竹財団

貸 借 対 照 表
平成２４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 587,547 6,114,477 6,702,024
有価証券 2,296,482 0 2,296,482
前払費用 143,159 552,559 695,718
在庫出版物 0 844,800 844,800

3,027,188 7,511,836 10,539,024
  ２．固定資産

(1) 基本財産
投資有価証券 138,440,000 138,440,000
借地権 392,000,000 392,000,000

530,440,000 0 530,440,000
(2) 特定資産

建物 134,346,450 134,346,450
減価償却累計額 △32,646,180 △32,646,180
減価償却引当資産 32,646,180 32,646,180
修繕引当資産 7,400,000 7,400,000
預り保証金引当資産 37,849,000 37,849,000
退職給付引当資産 1,016,408 1,016,408

  特定資産合計 78,911,588 101,700,270 180,611,858
(3) その他固定資産

工具器具備品 158,694 158,694 317,388
減価償却累計額 △31,738 △31,738 △63,476
出資金 2,000,000 2,000,000
差入保証金 2,804,780 50,000 2,854,780

4,931,736 176,956 5,108,692
614,283,324 101,877,226 716,160,550
617,310,512 109,389,062 726,699,574

Ⅱ．負債の部
  １．流動負債

未払金 0 1,500 1,500
未払費用 638,670 202,030 840,700
未払消費税 0 372,800 372,800
預り金 146,414 0 146,414
納税充当金 3,779,020 3,779,020

785,084 4,355,350 5,140,434
  ２．固定負債

預り保証金 37,849,000 37,849,000
退職給与引当金 508,204 508,204 1,016,408

38,357,204 508,204 38,865,408
39,142,288 4,863,554 44,005,842

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 76,728,224 4,525,508 81,253,732
(29,000,000) (0) (29,000,000)

(40,046,180) (1,700,270) (41,746,450)

578,168,224 104,525,508 682,693,732
617,310,512 109,389,062 726,699,574

  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

  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

  （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
  負債及び正味財産合計



(財）大竹財団

貸 借 対 照 表
平成２４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 587,547 1,993,590 △1,406,043
有価証券 2,296,482 2,144,278 152,204
前払費用 143,159 143,159 0

3,027,188 4,281,027 △1,253,839
  ２．固定資産

(1) 基本財産
投資有価証券 138,440,000 138,440,000 0
借地権 392,000,000 392,000,000 0

530,440,000 530,440,000 0
(2) 特定資産

減価償却引当資産 32,646,180 29,381,562 3,264,618
修繕引当資産 7,400,000 6,600,000 800,000
預り保証金引当資産 37,849,000 37,849,000 0
退職給付引当資産 1,016,408 857,499 158,909

  特定資産合計 78,911,588 74,688,061 4,223,527
(3) その他固定資産

工具器具備品 158,694 158,694 0
減価償却累計額 △31,738 0 △31,738
出資金 2,000,000 2,000,000 0
差入保証金 2,804,780 2,804,780 0

4,931,736 4,963,474 △31,738
614,283,324 610,091,535 4,191,789
617,310,512 614,372,562 2,937,950

Ⅱ．負債の部
  １．流動負債

未払金 0 2,700 △2,700
未払費用 638,670 112,660 526,010
預り金 146,414 167,697 △21,283

785,084 283,057 502,027
  ２．固定負債

預り保証金 37,849,000 37,849,000 0
退職給与引当金 508,204 428,750 79,454

38,357,204 38,277,750 79,454
39,142,288 38,560,807 581,481

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 76,728,224 74,371,755 2,356,469
(29,000,000) (29,000,000) (0)

(40,046,180) (35,981,562) (4,064,618)

578,168,224 575,811,755 2,356,469
617,310,512 614,372,562 2,937,950

  正味財産合計
  負債及び正味財産合計

  流 動 資 産 合 計

  基本財産合計

  その他の固定資産合計

  （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）



(財）大竹財団

貸 借 対 照 表
平成２４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 6,114,477 8,794,113 △2,679,636
前払費用 552,559 552,559 0
在庫出版物 844,800 844,480 320

7,511,836 10,191,152 △2,679,316
  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 △32,646,180 △29,381,562 △3,264,618

  特定資産合計 101,700,270 104,964,888 △3,264,618
(3) その他固定資産

工具器具備品 158,694 158,694 0
減価償却累計額 △31,738 0 △31,738
差入保証金 50,000 50,000 0

176,956 208,694 △31,738
101,877,226 105,173,582 △3,296,356
109,389,062 115,364,734 △5,975,672

Ⅱ．負債の部
  １．流動負債

未払金 1,500 1,500 0
未払費用 202,030 202,030 0
未払消費税 372,800 610,500 △237,700
納税充当金 3,779,020 5,568,820 △1,789,800

4,355,350 6,382,850 △2,027,500
  ２．固定負債

退職給与引当金 508,204 428,749 79,455
508,204 428,749 0

4,863,554 6,811,599 △2,027,500
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 4,525,508 8,553,135 △4,027,627
(0) (0) (0)

(1,700,270) (4,964,888) (△3,264,618)

104,525,508 108,553,135 △4,027,627
109,389,062 115,364,734 △6,055,127

  固定資産合計
  資産合計

  流動負債合計

  負債合計

  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

  （うち基本財産への充当額）



（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

基本財産受取賃貸料 (0) (37,677,892) (37,677,892)
基本財産受取配当金 (2,000,000) (0) (2,000,000)
基本財産受取利息 (285,517) (0) (285,517)
特定資産受取利息 (170,134) (0) (170,134)
出版事業収益 (0) (238,770) (238,770)
講演会事業収益 (207,400) (0) (207,400)

受取寄付金 (2,000) (0) (2,000)
受取利息 (2,816) (0) (2,816)
雑収益 (0) (217,010) (217,010)
特別会計からの繰入額 (3,100,000) (0) (△3,100,000) (0)

 経 常 収 益 計 5,767,867 38,133,672 △3,100,000 40,801,539 
　(2) 経常費用

①　事 業 費 14,928,320 19,706,340 34,634,660 
人件費 (4,563,007) (4,563,006) (9,126,013)
厚生費 (1,728) (1,728) (3,456)
調査研究費 (236,000) (84,824) (320,824)
資料製作費 (2,753,982) (2,527,880) (5,281,862)
講演会費 (907,771) (0) (907,771)
助成金 (4,631,000) (0) (4,631,000)
通信費 (213,640) (231,905) (445,545)
交通費 (6,730) (0) (6,730)

宣伝広告費 (30,630) (0) (30,630)
減価償却費 (0) (3,264,618) (3,264,618)
地代家賃 (1,374,326) (6,287,126) (7,661,452)
水道光熱費 (56,716) (56,716) (113,432)
事務用品費 (6,195) (0) (6,195)
図書費 (30,700) (0) (30,700)
器具備品費 (105,000) (0) (105,000)
修繕費 (0) (383,060) (383,060)
保険料 (0) (40,957) (40,957)
租税公課 (0) (2,250,000) (2,250,000)
雑費 (10,895) (14,520) (25,415)

②　管 理 費 2,233,078 1,804,959 4,038,037 
人件費 (1,140,752) (1,140,751) (2,281,503)
退職給付費用 (79,454) (79,455) (158,909)
厚生費 (432) (432) (864)
通信費 (7,979) (7,978) (15,957)
交通費 (43,715) (43,715) (87,430)
減価償却費 (31,738) (31,738) (63,476)
地代家賃 (343,582) (343,582) (687,164)
水道光熱費 (14,179) (14,179) (28,358)
事務用品費 (16,536) (16,535) (33,071)
図書費 (6,440) (6,440) (12,880)
器具備品費 (0) (0) (0)
会議費 (112,000) (0) (112,000)
交際費 (333,678) (17,562) (351,240)
雑費 (102,593) (102,592) (205,185)

③　他会計への操出額
一般会計への操出額 (0) (3,100,000) (△3,100,000) (0)

 経 常 費 用 計 17,161,398 24,611,299 △3,100,000 38,672,697 
当期経常増減額 △11,393,531 13,522,373 2,128,842 

科    目

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）



（財）大竹財団

２．経常外増減の部
　(1) 経常外収益

元入金繰入額 (13,750,000) (△13,750,000) (0)

 経 常 外 収 益 計 13,750,000 0 △13,750,000 0 

　(2) 経常外費用
元入金繰出額 (13,750,000) (△13,750,000) (0)

 経 常 外 費 用 計 0 13,750,000 △13,750,000 0 
当期経常外増減額 13,750,000 △13,750,000 0 

３．法人税等 0 3,800,000 3,800,000 
当期一般正味財産増減額 2,356,469 △4,027,627 △1,671,158 
一般正味財産期首残高 74,371,755 8,553,135 82,924,890 
一般正味財産期末残高 76,728,224 4,525,508 81,253,732 

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 578,168,224 104,525,508 682,693,732 



（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)
基本財産受取利息 (285,517) (300,782) (△15,265)
特定資産受取利息 (170,134) (202,575) (△32,441)
講演会事業収益 (207,400) (327,070) (△119,670)
受取寄付金 (2,000) (1,000) (1,000)
受取利息 (2,816) (3,200) (△384)
特別会計からの繰入額 (3,100,000) (4,500,000) (△1,400,000)

 経 常 収 益 計 5,767,867 7,334,627 △1,566,760 
　(2) 経常費用

①　事 業 費 14,928,320 14,363,818 564,502 
人件費 (4,563,007) (4,560,483) (2,524)
厚生費 (1,728) (25,622) (△23,894)
調査研究費 (236,000) (263,500) (△27,500)
資料製作費 (2,753,982) (909,584) (1,844,398)
講演会費 (907,771) (1,109,618) (△201,847)
助成金 (4,631,000) (5,978,364) (△1,347,364)
通信費 (213,640) (44,395) (169,245)
交通費 (6,730) (14,060) (△7,330)
宣伝広告費 (30,630) (33,169) (△2,539)
地代家賃 (1,374,326) (1,180,230) (194,096)
水道光熱費 (56,716) (58,787) (△2,071)
事務用品費 (6,195) (28,322) (△22,127)
図書費 (30,700) (76,500) (△45,800)
器具備品費 (105,000) (69,704) (35,296)
雑費 (10,895) (11,480) (△585)

②　管 理 費 2,233,078 2,320,477 △87,399 
人件費 (1,140,752) (1,140,121) (631)
退職給付費用 (79,454) (77,290) (2,164)
厚生費 (432) (6,405) (△5,973)
通信費 (7,979) (15,100) (△7,121)
交通費 (43,715) (104,520) (△60,805)
減価償却費 (31,738) (0) (31,738)
地代家賃 (343,582) (295,057) (48,525)
水道光熱費 (14,179) (14,697) (△518)
事務用品費 (16,536) (10,462) (6,074)
図書費 (6,440) (2,678) (3,762)
器具備品費 (0) (44,754) (△44,754)
会議費 (112,000) (124,770) (△12,770)
交際費 (333,678) (362,530) (△28,852)
雑費 (102,593) (122,093) (△19,500)

 経 常 費 用 計 17,161,398 16,684,295 477,103 
当期経常増減額 △11,393,531 △9,349,668 △2,043,863 

２．経常外増減の部
元入金繰入額 (13,750,000) (16,000,000) (△2,250,000)

 経 常 外 収 益 計 13,750,000 16,000,000 △2,250,000 
 経 常 外 費 用 計 0 0 0 

当期経常外増減額 13,750,000 16,000,000 (△2,250,000)
当期一般正味財産増減額 2,356,469 6,650,332 △4,293,863 
一般正味財産期首残高 74,371,755 67,721,423 6,650,332 
一般正味財産期末残高 76,728,224 74,371,755 2,356,469 

科    目

正 味 財 産 増 減 計 算 書
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）



（財）大竹財団

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 578,168,224 575,811,755 2,356,469 



（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

基本財産受取賃貸料 (37,677,892) (44,292,947) (△6,615,055)
出版事業収益 (238,770) (210,600) (28,170)
雑収益 (217,010) (217,010)

経常収益計 38,133,672 44,503,547 △6,369,875 
　(2) 経常費用

①　事業費 19,706,340 20,002,387 △296,047 
人件費 (4,563,006) (4,560,483) (2,523)
厚生費 (1,728) (25,622) (△23,894)
調査研究費 (84,824) (70,530) (14,294)
資料製作費 (2,527,880) (2,502,505) (25,375)
通信費 (231,905) (265,981) (△34,076)
減価償却費 (3,264,618) (3,264,618) (0)
地代家賃 (6,287,126) (6,093,030) (194,096)
水道光熱費 (56,716) (58,787) (△2,071)
事務用品費 (0) (24,919) (△24,919)
修繕費 (383,060) (607,716) (△224,656)
保険料 (40,957) (99,996) (△59,039)
租税公課 (2,250,000) (2,415,200) (△165,200)
雑費 (14,520) (13,000) (1,520)

②　管理費 1,804,959 1,852,253 △47,294 
人件費 (1,140,751) (1,140,121) (630)
退職給付費用 (79,455) (77,289) (2,166)
厚生費 (432) (6,405) (△5,973)
通信費 (7,978) (15,099) (△7,121)
交通費 (43,715) (104,520) (△60,805)
減価償却費 (31,738) (0) (31,738)
地代家賃 (343,582) (295,057) (48,525)
水道光熱費 (14,179) (14,697) (△518)
事務用品費 (16,535) (10,462) (6,073)
図書費 (6,440) (2,677) (3,763)
器具備品費 (0) (44,754) (△44,754)
交際費 (17,562) (19,080) (△1,518)
雑費 (102,592) (122,092) (△19,500)

③　他会計への操出額
一般会計への操出額 (3,100,000) (4,500,000) (△1,400,000)

経常費用計 24,611,299 26,354,640 △1,743,341 
当期経常増減額 13,522,373 18,148,907 △4,626,534 

２．経常外増減の部
 経 常 外 収 益 計 0 0 

元入金繰出額 (13,750,000) (16,000,000) (△2,250,000)
 経 常 外 費 用 計 13,750,000 16,000,000 △2,250,000 

当期経常外増減額 △13,750,000 △16,000,000 2,250,000 
３．法人税等 3,800,000 5,550,000 △1,750,000 

当期一般正味財産増減額 △4,027,627 △3,401,093 △626,534 
一般正味財産期首残高 8,553,135 11,954,228 △3,401,093 
一般正味財産期末残高 4,525,508 8,553,135 △4,027,627 

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 104,525,508 108,553,135 △4,027,627 

科    目

正 味 財 産 増 減 計 算 書
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）



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)引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規定に基づく

　　　　　　　　期末要支給額を計上している。

　　　　　　　　　過年度分の退職給付引当金は、計上外費用に一括計上している。

(5)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

退職給付引当金の会計方針の変更

　当期より「公益法人会計の運用指針について」（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）を適用している。

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 当期減少額 当期末残高

基本財産

　借地権 392,000,000 392,000,000

　投資有価証券 138,440,000 138,440,000

小　　計 530,440,000 0 0 530,440,000

特定資産

　建物 134,346,450 134,346,450

　減価償却累計額 △29,381,562 △3,264,618 △32,646,180

　減価償却引当資産 29,381,562 3,264,618 32,646,180

　修繕引当資産 6,600,000 800,000 7,400,000

　預り保証金引当資産 37,849,000 37,849,000

　退職給付引当資産 857,499 158,909 1,016,408

小　　計 179,652,949 958,909 0 180,611,858

合　　計 710,092,949 958,909 0 711,051,858

財務諸表に対する注記



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 138,440,000 109,440,000 29,000,000

小　　計 530,440,000 501,440,000 29,000,000 0

特定資産

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

　減価償却累計額 △32,646,180 △32,646,180

　減価償却引当資産 32,646,180 32,646,180

　修繕引当資産 7,400,000 7,400,000

　預り保証金引当資産 37,849,000 37,849,000

　退職給付引当資産 1,016,408 1,016,408

小　　計 180,611,858 100,000,000 41,746,450 38,865,408

合　　計 711,051,858 601,440,000 70,746,450 38,865,408

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 84,824 84,824

資料制作費 844,480 2,528,200 844,800 2,527,880

計 844,480 2,613,024 844,800 2,612,704

６、関連当事者との取引内容

科 目

別紙「基本財産として株式保有する企業の概要」に記載のとおりである。



平成２４年３月３１日 

 

基本財産として株式保有する企業の概要 

 

①、名称    株式会社国際商事 

②、事業所の所在地 

東京都中央区１－１－５ 

③、資本金等 

資本金  １０，０００，０００円 

発行する株式の総数  ８００，０００株 

発行済株式の総数   ２００，０００株 

④、事業内容 不動産賃貸・管理 

⑤、役員の数及び代表者の氏名 

役員 ７名 

代表取締役社長 佐藤 壽弘 

⑥、従業員の数 ２名 

⑦、当該公益法人が保有する株式等の数及び全株式等に占める割合 

８０，０００株（４０％） 

⑧、保有する理由 

    財団法人の基本財産として寄付された為 

⑨、当該株式等の入手日 

昭和５０年２月７日 

⑩、当該公益法人と当該営利企業との関係 

・(株)国際商事は、当財団の区分所有するセントラルビルの残りの部分（約９２％）及

びその敷地を所有する為、当財団が基本財産として所有する建物の賃貸管理を委託し、

建物借地に対する地代を支払っている。 

・当財団の理事３名及び評議員３名は、(株)国際商事の役員又は従業員である。 

・(株)国際商事所有の建物の一部を、当財団事務所として賃貸し使用している。 

以上 



(財）大竹財団

財  産  目  録
平成２４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 20,575
当座預金 りそな銀行東京中央支店 6,028,172
普通預金 みずほ銀行京橋支店 305,022
普通預金 住友信託銀行東京中央支店 0
郵便振替預金 348,255

有価証券
大和證券銀座支店 ＭＭＦ 2,296,319
みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券 ＭＲＦ 163

前払費用
(株)国際商事 家賃 286,318
(株)国際商事 地代 409,400

在庫出版物
地球号の危機ニュースレター他 844,800

　流動資産合計 10,539,024
  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
東京再生都債15回 5,000,000
川崎市公債 26回 3,998,560
21年第2回彩の国みらい債 2,500,000
三菱東京UFJ劣後債 2,500,000
22年第1回彩の国みらい債 2,000,000
電信電話債 55回 2,000,000
電信電話債 57回 2,000,000
東京再生都債14回 2,000,000
日産自動車 50回 2,000,000
りそな銀行劣後債 2,000,000
長期国債　254回 1,998,065
りそな銀行　普通預金 1,003,375

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

530,440,000
(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 △32,646,180
減価償却引当資産

定期預金 りそな銀行東京中央支店 32,646,180
修繕引当資産

定期預金 りそな銀行東京中央支店 7,400,000
預り保証金引当資産

定期預金 みずほ銀行京橋支店 37,849,000
退職給付引当資産

定期預金 りそな銀行東京中央支店 1,016,408
  特定資産合計 180,611,858
(3) その他固定資産

工具器具備品
ＰＣＡ公益法人会計 317,388

減価償却累計額 △63,476

金　　　額

  基本財産合計



(財）大竹財団

出資金
(有中)ＪＦＳＤ 2,000,000

差入保証金
(株)国際商事 2,804,780
(有)ほんコミニケート社 50,000

5,108,692
716,160,550

726,699,574
Ⅱ．負債の部
  １．流動負債

未払金
りそな銀行東京中央支店 1,500

未払費用
　(株)環境データ 230,000
  (株)トライ 135,345
　ﾘｯｷｰ.L.ﾃﾞｰｳﾞｨｽ 400,000
　小泉好延 20,000
　菅井益郎 20,000
　安藤多恵子 20,000
　花岡英治 10,000
　三信倉庫(株) 5,355

未払消費税
京橋税務署 372,800

預り金
京橋税務署源泉税 118,714
住民税 27,700

納税充当金
法人税等 3,779,020

  流動負債合計 5,140,434
  ２．固定負債

預り保証金
(株)国際商事 37,849,000

退職給付引当金
退職給付引当金 1,016,408

  固定負債合計 38,865,408
  負債合計 44,005,842

Ⅲ．正味財産の部
正味財産 682,693,732

  資産合計

  その他の固定資産合計
  固定資産合計




