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貸 借 対 照 表

平成 27 年 9 月 30 日 現在

（様式１－１）

科 目

（単位：円）

当  年  度 前  年  度 増 　 　 減

Ⅰ　資産の部
１．流動資産

20,890,011現金預金 7,662,42228,552,433

7,604,789未収入金 2,123,4085,481,381 ;

447,942商品 176,891271,051 ;

9,500立替金 9,5000 ;

143,200前払費用 54,000197,200

29,095,442流動資産合計 5,406,62334,502,065

２．固定資産
(1) 基本財産

0基本財産合計 00

(2) 特定資産
0震災伝承準備資産 150,000150,000

0特定資産合計 150,000150,000

(3) その他固定資産
1,176,630建物 1,176,6291 ;

264,879建物付属設備 264,8781 ;

33,262車両運搬具 33,2584 ;

300,000敷金 0300,000

1,774,771その他の固定資産合計 1,474,765300,006 ;

1,774,771固定資産合計 1,324,765450,006 ;

30,870,213資産合計 4,081,85834,952,071

Ⅱ　負債の部
１．流動負債

2,928,379未払金 679,3522,249,027 ;

72,000未払法人税等 54,00018,000 ;

1,322,600未払消費税等 807,600515,000 ;

17,000前受金 2,50014,500 ;

193,583預り金 86,995106,588 ;

0仮受金 5,2005,200

4,533,562流動負債合計 1,625,2472,908,315 ;

２．固定負債
0固定負債合計 00

4,533,562負債合計 1,625,2472,908,315 ;

Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産

926,355受取民間事業助成金 5,393,6456,320,000

0受取寄付金 201,000201,000

926,355指定正味財産合計 5,594,6456,521,000

２．一般正味財産
25,410,296（2）その他一般正味財産 112,46025,522,756

25,410,296一般正味財産 112,46025,522,756

26,336,651正味財産合計 5,707,10532,043,756

30,870,213負債及び正味財産合計 4,081,85834,952,071
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財 産 目 録
平成 27 年  9 月 30 日  現在

貸借対照表科目 金       額

（単位：円）

使用目的等場所・物量等

(流動資産)
事務所／石巻市立町 災害用資金として 150,000現金
事務所／石巻市立町 小口現金用として 137,104現金
七十七銀行／石巻支店 12,801,310普通預金
七十七銀行／石巻支店 6,828,233普通預金
七十七銀行／石巻支店 2,340,000普通預金
石巻信用金庫／向陽 684,776普通預金
石巻信用金庫／本店 5,500,000普通預金
三井住友銀行／仙台 11,010普通預金
石巻商工信用組合 100,000普通預金
書籍／601冊＠451円 震災の語り部「3.11」 271,051商品
ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 「共に生きるファンド」 157,142未収入金
宮城県 Ｈ27年度石巻復興応援隊設置業 4,600,000未収入金

務
三協技研 鳴瀬川水系空撮代 243,000未収入金
東北大学 文科省学びによる地域力活性化 136,000未収入金

プログラム
石巻圏周遊協議会 教育旅行ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ整備 142,714未収入金
石巻税務署 消費税還付金 25,000未収入金
語り部 177,525未収入金
森岡 茂 事務所家賃9月分 100,000前払費用
㈱ホシノ つなぐ館家賃9月分 54,000前払費用
㈲大丸 駐車場代9月分 43,200前払費用

34,502,065流動資産合計
(固定資産)

基本財産
震災伝承・復興・防災に関わる 150,000震災伝承準備資産特定資産
展示の強化

展示室 災害情報の拠点及び展示 1建物その他固
事務所改修工事 事務所の内部造作 1建物付属設備定資産
ホンダ フィット 業務用として 1車両運搬具
日産　セフィーロ 業務用として 1車両運搬具
日産　プレサージュ 業務用として 1車両運搬具
スズキ　キャリー 業務用として 1車両運搬具
森岡　茂 石巻市立町1-3-29 1Ｆ 300,000敷金

450,006固定資産合計
34,952,071資産合計

(流動負債)
従業員給与等 9月分給与等 1,338,721未払金
石巻年金事務所 健康保険料厚生年金保険料9月分 592,486未払金
タクトマシン 事務用品トナー購入 41,040未払金
公共料金など15件 9月分諸経費 276,780未払金
宮城県・石巻市 当期法人税等 18,000未払法人税等
石巻税務署 当期消費税等 515,000未払消費税等
伊藤ツアーズ他2件 語り部 14,500前受金
従業員 雇用保険料など 106,588預り金
従業員 住民税過大預かり分 5,200仮受金

2,908,315流動負債合計
(固定負債)
固定負債合計

2,908,315負債合計
32,043,756正味財産

財産種別 公益認定前取得
不可欠特定財産

公益認定後取得
不可欠特定財産

その他の
公益目的保有財産

使用事業

公益目的保有財産の明細

　合計
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１．基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

附属明細書
平成27年 7月 1日から平成27年 9月30日まで
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財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　該当事項なし
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　 終仕入原価法に基づく低価法
（３）固定資産の減価償却方法
　　　　建物は定額法、その他の固定資産は定率法による
（４）引当金の計上基準
　　　　該当事項なし
（５）消費税等の会計処理
　　　　税込方式による

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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

特定資産
震災伝承準備積立資産 150,000 150,000

小　　　計 150,000 150,000

合　　　計 150,000 150,000

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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
（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に
産からの充当額） 産からの充当額） 対応する額）

特定資産
震災伝承準備資産 150,000150,000 ( ) ( () )

小　　　計 150,000150,000 ( ) ( () )

合　　　計 150,000150,000 ( ) ( () )

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科　　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

建物／展示室 12,823,9082,823,909

建物付属設備／事務所内部造作 12,046,9992,047,000

車両運搬具／4台所有 4519,996520,000

合　　　計 65,390,9035,390,909

5.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

　
（単位：円）

科　　　　　目 債権金額 貸倒引当金の当期末残高 債権の当期末残高

未収入金／宮城県など 5,481,3815,481,381

合　　　計 5,481,3815,481,381
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6.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称 交付者
前期末 当期 当期 当期末 貸借対照表上
残高 増加額 減少額 残高 の記載区分

667,1425,157,1421,830,000 6,320,000受取事業助成金 ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ/日本
NPOｾﾝﾀｰ

201,000 201,000受取寄付金
667,1425,358,1421,830,000 6,521,000合　　　計

7.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内　　　　　容 金　　　　　額

NPO現地応援基金 510,000

ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「共に生きるﾌｧﾝﾄﾞ」 71,628

ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ「共に生きるﾌｧﾝﾄﾞ」 85,514

合　　　計 667,142

8.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
（単位：円）

属性
法人等の名称

住所
事業の内容又は職業

資産総額 議決権の所有割合

関連内容:役員の兼務等
関連内容:事業上の関係

取引の内容

取引の金額
科目名

期末残高
129,600

地代家賃役員
有限会社　大丸
石巻市大街道東一丁目2-39

賃貸駐車場及びテナント事業

86,460,812

兼任1名
土地の賃借
駐車場の賃借

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

近隣地の実勢価格を勘案の上価格交渉し、安価な価格で決定し発注しています。
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