
1. 継続事業の前提に関する注記

　　　　継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

     2. 重要な会計方針

     （1）固定資産の減価償却方法

　　　    ①什器備品：

　　　　　　　定額法によっている。

　　　　　②リース資産：　

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引によるリース資産　　

　　　　　　　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。

　　　　　　リース取引関係

　　　　　　　所有権移転外のファイナンス・リース取引

　　　　　　リース資産の内容

　　　　　　　コンピューター、コピー複合機、電話

     （2）引当金の計上基準

　　  　  ①退職給付引当金：

　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務については、当期末において

　　　　　　発生していると認められる額を簡便法により計上している。

　　　　　②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、規程に基づく期末要支給額を計上している。

　　　　　③賞与引当金：

　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

     （3）消費税等の会計処理

　　　　　税込処理によっている。

     3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

　　　　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

　電話加入権 222,900 0 0 222,900

　敷　　　金 1,523,340 93,000 0 1,616,340

小　計 1,746,240 93,000 0 1,839,240

特定資産

　退職給付引当資産 11,185,823 3,000,092 0 14,185,915

　減価償却引当資産 4,599,967 212,863 0 4,812,830

　70周年積立資産 2,000,152 1,000,016 0 3,000,168

　 小　　計 17,785,942 4,212,971 0 21,998,913
合　計 19,532,182 4,305,971 0 23,838,153

     4. 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）

基本財産

　電話加入権 222,900 (0) (222,900) -

　敷　　　金 1,616,340 (0) (1,616,340) -

小　計 1,839,240 (0) (1,839,240) -

特定資産

　退職給付引当資産 14,185,915 - - (14,185,915)

　減価償却引当資産 4,812,830 (0) (4,812,830) -

　70周年積立資産 3,000,168 (0) (3,000,168) -

　 小　　計 21,998,913 (0) (7,812,998) (14,185,915)
合　計 23,838,153 (0) (9,652,238) (14,185,915)

財務諸表に対する注記

科　　目 当期末残高 (うち指定指定味
財産からの充当額)

(うち一般正産
からの充当額)

(うち負債に対応
する額)
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     5. 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 取得価格 減価償却累計額 当期末残額

什器備品 5,632,803 5,413,742 219,061

リース資産 8,206,615 5,992,764 2,213,851

合　　計 13,839,418 11,406,506 2,432,912

     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。　　　

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

高齢者雇用推進事業
委託助成金

高齢・障害・求職
者雇用支援機構 0 8,856,558 8,856,558 0 一般正味財産

国際会議開催助成金 日本規格協会 0 475,608 475,608 0 一般正味財産

合　計 0 9,332,166 9,332,166 0

     7. その他
         正味財産増減計算書における事業費の「経営対策費」の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科  　　目 バルブ部会 自動弁部会 水栓部会 合計

会　議　費 278,238 125,785 140,466 544,489

印　刷　費 12,000 10,000 26,100 48,100

研　修　費 553,887 482,303 307,306 1,343,496

交　際　費 468,162 109,660 442,314 1,020,136

雑　　　費 280,424 32,656 549,166 862,246

合　　　計 1,592,711 760,404 1,465,352 3,818,467

（単位：円）
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