


１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金の明細

附属明細書

(単位：円)

科      目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

退職給付引当金 9,082,000 538,000 0 0 9,620,000

賞与引当金 0 695,000 0 0 695,000







41,987

  社会保険料

賞与引当金 　賞与引当金 職員に対する賞与の支払いに備えたもの 695,000

203,850

  補助金返還金 686,096

  社会保険料 187,317

  補助金返還金 補助金返還金

  社会保険料 ３月分社会保険料事業主負担分

  運営費

     正味財産 12,057,991

   固定負債合計 9,620,000

     負債合計 101,254,675

  退職給付引当金 職員に対するもの 職員２名分の退職金の支払いに備えたもの 9,620,000

      社会保険料 ３月分社会保険料個人負担分 20,327

   流動負債合計 91,634,675
  (固定負債)

  預り金 20,327

  (流動負債)
  未払金 90,919,348

  物資代・消費税
3月分各納入業者へ支払の物資代・消費税
（損失補填代含む）

  口座振替手数料

  物資代・消費税 89,800,098

  口座振替手数料

  運営費 運営費等未払額

２月分各小学校・調理場からの物資代・３月分幼稚園物資代
口座引き落とし分振替手数料

   固定資産合計 110,279,331

     資産合計 113,312,666

  什器備品減価償却累 -130,679

計額

    その他固定資産

  什器備品 ノートパソコン 公益目的事業で使用している。 130,680

    特定資産

  退職給付引当資産
肥後銀行　熊本市役所支店
定期預金

職員２名分退職給付引当金見合いの引当資
産として管理している。 9,620,000

  (固定資産)

野村証券株式会社
第１０回利付国債

運用益を法人会計の財源としている。 48,691,330

  基本財産引当預金
肥後銀行　熊本市役所支店
定期預金

運用益を法人会計の財源としている。 1,968,000

    基本財産

  投資有価証券 肥後銀行　熊本市役所支店
熊本県平成30年度第１回公募公債

運用益を法人会計の財源としている。 50,000,000

      その他未収入金 労働保険料 令和元年度分精算分 11,592

   流動資産合計 3,033,335

  未収金 216,043

      物資代・消費税 物資代・消費税  ３月分幼稚園物資代、  消費税 204,451

  預金 普通預金 2,817,292
       肥後銀行  熊本市役所支店 運転資金として 2,817,292

財産目録
令和 2年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

  (流動資産)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　熊本市学校給食会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年3月31日現在
法人全体
１　重要な会計方針
　重要な会計方針は次のとおりである。
(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) 固定資産の減価償却の方法
　　固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(3) 消費税の会計処理
　　消費税の会計処理は税込方式によっている。
(4) ﾘｰｽ取引の処理方法
　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められたもの以外のファイナンス・リース取引に
　ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(5)引当金の計上基準
　　退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため、期末自己都合支給額に相当する
　　　　　　　　　　　　　　　金額を計上している。
　　賞与引当金・・・・・・・職員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当期に
　　　　　　　　　　　　　　　帰属する（12月～3月）の金額を計上している。

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

基本財産

投資有価証券 98,582,275 109,055 0 98,691,330

基本財産引当預金 1,968,000 0 0 1,968,000

小計 100,550,275 109,055 0 100,659,330

特定資産

退職給付引当資産 9,082,000 538,000 0 9,620,000

小計 9,082,000 538,000 0 9,620,000

合計 109,632,275 647,055 0 110,279,330

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
（うち指定正味財産
からの充当額）

（うち一般正味財
産からの充当額）

（うち負債に対応
する額）

基本財産

投資有価証券 98,691,330 (98,691,330) (0) ―

基本財産引当預金 1,968,000 (1,968,000) (0) ―

小計 100,659,330 (100,659,330) (0) ―

特定資産

退職給付引当資産 9,620,000 (0) (0) (9,620,000)

小計 9,620,000 (0) (0) (9,620,000)

合計 110,279,330 (100,659,330) (0) (9,620,000)

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 　

什器備品 130,680 130,679 1

合計 130,680 130,679 1 　

財務諸表に対する注記



５　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。

(単位：円)
種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

熊本県平成30年度
第1回公募公債

50,000,000         49,995,000   -5,000 　

第10回利付国債 48,691,330         55,758,150 7,066,820 　
合計 98,691,330         105,753,150  7,061,820

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

補助金
　公益財団法人熊本市学
校給食会事業費補助金 熊本市 0 26,700,000 26,700,000 0 ―

負担金

　受取学校負担金 附属小学校・支援学校 0 300,422 300,422 0 ―
　学校給食普及充実事業
における補助金

公益財団法人熊本県学校給食会            0 300,000 300,000 0 ―

合計 0 27,300,422 27,300,422 0
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