
１ 重要な会計方針

    また、「平成27年度　公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」（内閣府公益認定等委員

会　公益法人の会計に関する研究会　平成２８年３月２３日）が公表され、公益法人においても退職給付に

関する会計基準及び金融商品に関する会計基準が適用されることが明確化されたため、当期より、「退職

給付に関する会計基準」（企業会計基準第２６号平成２４年５月１７日）及び「金融商品に関する会計基準」

（企業会計基準第１０号平成２０年３月１０日）を適用している。

  なお、当期の損益に与える影響はない。

（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)を採用している。

（2） 固定資産の減価償却の方法

　　　　有形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。

（3） リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「その他固定資産」中のリース資産の減価償却は、

　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（4）  求償債権の償却

「求償債権償却事務取扱要領」に基づき実施している。

（5） 引当金の計上基準

①　保証債務損失引当金 保証債務にかかる損失に備えるため、期末における保証債務残高に対

し回収見積額を控除した過去３年間の保証履行実績率を基準として、

保証履行によって発生する損失見込額を計上している。

②　求償債権償却引当金 求償債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末求償債権残高から過

去３年間の求償債権回収率を考慮した額を控除し、その残額を計上し

ている。

③　退 職 給 付 引 当 金 職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込

額を計上している。

なお、退職給付債務の計算については、簡便法を採用している。

役員の退職給付に備えるため、内規に基づき算定した当年度末におけ

る退職慰労金の見込額を計上している。

        キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手元現金、随時引き出し可能な預金からなっている。

（7） 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

　　「公益法人会計基準」（内閣府公益認定等委員会　平成２０年４月１１日　平成２１年１０月１６日改正）

 を採用している。

④　役員退職慰労引当金

（6） キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

６ 財務諸表に対する注記



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。

 　円滑化法求償債権償却対応積立資金（特定費用準備資金）から128百万円取り崩した。

 　周知活動積立資産6,300百万円全額を取り崩し、その同等額を債務保証事業積立資産に積み立てた。

   保証利用促進活動対応準備資金（特定費用準備資金）として、新たに4,300百万円を積み立てた。

（単位：円）

基本財産
普通預金
定期預金
投資有価証券

特定資産

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。

基本財産

普通預金

定期預金

投資有価証券

特定資産

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。

52,173,296,471

9,538,079                           

　　 　(単位：円)

35,193,866                  
4,032,354                           建　　　　物

ソフトウエア

取得価額科　　　目

64,771,454                         
合　　　計 188,397,156                 110,055,269                      

11,126,346                       
減価償却累計額

(37,173,296,471)

リース資産

78,341,887                         

当期増加額

10,184,396         

1,902,429,539      

当期減少額 当期末残高

-                        -                        

15,000,000,000     
14,965,961,649     1,902,353,955      14,968,315,604   1,900,000,000      

2,429,539            75,584                12,538,351           

科　　　　　目 前期末残高

1,902,429,539      小　　　計

-                        -                        

-                        

30,945,244,994

12,538,351

55,051,477

14,965,961,649

21,500,000

20,721,477          
30,945,244,994     

14,170,000          

21,500,000         

15,000,000,000   

小　　　計

合　　　計

-                        

(300,000,000)

円滑化法求償債権償却対応積立資金

退 職 給 付 引 当 資 産

12,920,967,377    
14,823,396,916    

-                        6,300,000,000     
2,001,000,000     -                        

15,000,000,000

  うち指定正味財産
  からの充当額

-                        

周 知 活 動 積 立 資 産

36,999,896,889   
51,999,896,889   

8,600,245,900      債務保証事業積立資産

37,173,296,471     

-                        

-                        

6,305,397,795      
55,051,477           

  うち負債に対応する
　額

52,173,296,471     

(21,500,000)

-                        

(12,538,351)

(14,700,000,000)

-                        

21,500,000           

1,873,000,000      

　 　　(単位：円)

(14,665,961,649)

128,000,000         

(30,945,244,994)

(55,051,477)-                        

6,300,000,000      -                        

  うち一般正味財産
  からの充当額

14,649,997,334    
12,747,567,795    

28,650,396,889   

小　　　計

48,500,000         

科　　　　　目

1,873,000,000

債務保証事業積立資産

小　　　計

円滑化法求償債権償却対応積立資金

37,173,296,471

(300,000,000)

当期末残高

-                        保証利用促進活動対応準備資金 4,300,000,000

73,273,136                       138,044,590                 

(14,700,000,000)

-                        -                        

25,655,787                       

保証利用促進活動対応準備資金 -                       4,300,000,000      -                        4,300,000,000      

退 職 給 付 引 当 資 産

-                        -                        

当期末残高

(4,300,000,000)

(1,873,000,000)

(300,000,000)

-                        

(37,173,296,471)

合　　　計

15,158,700                  



５ 金融商品の状況に関する事項

　 ア　資産運用規程に基づく取引

        金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

　 イ　信用リスクの管理

        発行体の状況を定期的に把握している。

　 ウ　市場リスクの管理

        時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

    期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りである。

　特定資産　債務保証事業積立資産

(注)　金融商品の時価の算定方法に関する事項

　　   投資有価証券及び債務保証事業積立資産

 これらの時価については、取引金融機関から提示された価格によっている。

６ 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。

特定資産　債務保証事業積立資産

11,544,566,019    263,354,381         

　　　投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(３)　金融商品にかかるリスク管理体制

(４)  金融商品の時価等に関する事項

科　　　　目

(単位：円)

時　　価

31,601,590,400 30,945,244,994 

貸借対照表計上額

(1)　金融商品に対する取り組み方針

差   　 額

(２)　金融商品の内容及びそのリスク

(単位：円)

種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

　　  当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、預貯金及び元本保証の

   確定利付の国内債券により資産運用する。

14,965,961,649 

656,345,406 

小　　　計 30,945,244,994    31,601,590,400    656,345,406         

基本財産

5,397,764,457      5,623,250,000      225,485,543         

 地方債 （第734回東京都公募公債他13件）

　国　 債 （第318回利付国債他8件)

3,699,794,789      3,811,530,000      111,735,211         

小　　　計 14,965,961,649    15,452,360,000    486,398,351         

3,599,251,856      

合　　　計 45,911,206,643    47,053,950,400    1,142,743,757      

（第20回沖縄振興開発金融公庫債他16件） 5,868,402,403      6,017,580,000      149,177,597         

15,801,427,119    16,083,770,000    282,342,881         

(第69回地方公共団体金融機構債他51件) 11,807,920,400    

　事業債

　国　 債

 地方債

　事業債

(第109回利付国債他12件)

(第60回共同発行地方債他65件）

　基本財産　投資有価証券 15,452,360,000 486,398,351 

3,709,900,000      110,648,144         



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）

経常収益への振替額

基本財産受取利息

８ キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

（１）　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係は以下のとおりである。

（2）　重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当事項なし。

９ リース取引関係

 

10　退職給付関係　　

        退職一時金制度を採用している。

        退職給付債務　 　　 55,051,477円     退職給付引当金　　55,051,477円

        勤務費用　　  　  　   20,721,477円　　退職給付費用　　　 20,721,477円

        （注）退職給付債務の算定方法として、簡便法を採用している。

内　　　　　容 金　　額

2,744,024

合　　　　計 2,744,024           

　　  リース資産の内容

リース資産　……　システム関連固定資産（サーバー及びパソコン等）である。

（１）　採用している退職給付制度の概要

（２）　退職給付債務に関する事項

(単位：円）
前期末 当期末

現金預金勘定　　　　　            　　　　　  4,290,980,610 現金預金勘定        　　　　  　　          5,073,049,078

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 　　　　　            - 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 　　 　    　　    -

現金及び現金同等物                       5,073,049,078

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

現金及び現金同等物　　 　　　　　　　     4,290,980,610

（３）　退職給付費用に関する事項


