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１．重要な会計方針

　(1) 有価証券の評価基準について

        満期保有目的の債券･･・･･ 償却原価法（定額法）を実施している。

  (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・･･･ 移動平均法による原価法を採用している。

　(3) 固定資産の減価償却について

　　　　建物、構築物、什器備品、車輌運搬具、リース資産、ソフトウェア、商標権 ・・･･・ 定額法による減価償却を実施している。

　　　　      　         　

　（4）準備金の計上基準について

準備金・・・・・・・・・・・・・共済事業における不足金の補てんに備えるため、毎事業年度の剰余金の２０％以上を２，０００万円に達する

　　　　　　　　　　　　　 　まで計上している。

異常危険準備金・・・・・・将来の債務履行に備えるため、年間純掛金額の５％を計上している。

  (5) 引当金の計上基準について

　　 　退職給付引当金 ・･・･･ 職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の 見込み額に基づき、当期末において

　　　　　　　　  　　　 　　　　　　発生していると認められ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給に備えるため、支給見込額 のうち当期に帰属する額を計上している。

２３ＷＳＪ関連引当金・・・２３ＷＳＪ開催に関連し見込まれる費用額を計上している。

普通支払備金引当金・・受理済の補償事案はその内容を勘案した支払共済金見込額を計上している。

ＩＢＮＲ備金引当金・・・・・未報告の補償事案は算出方法書の規程に従い見込額を計上している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　(6) 消費税等について

　　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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

　　土　　　　　　地 560,136,524 560,136,524

　　建　　　　　　物 126,132,172 6,302,304 119,829,868

　　定　期　預　金 300,000,000 300,000,000 0

　　有　価　証　券 321,135,000 300,000,000 621,135,000

小　　計 1,307,403,696 300,000,000 306,302,304 1,301,101,392

特定資産

 　 山中野営場建替積立資産 112,327,386 3,782,077 116,109,463

　　那須野営場建替積立資産 69,055,200 2,336,400 71,391,600

　　減価償却積立資産 383,022 383,022 0

　　職員福利厚生基金積立資産 74,517,352 24,893,600 49,623,752

　　退職給付積立資産 3,700,000 24,893,600 28,593,600

    日本ジャンボリー等積立資産 30,930,000 30,930,000

    建物補修積立資産 233,876,000 193,920,044 39,955,956

    国際協力資金積立資産 17,018,000 1,082,000 18,100,000

    安全基金積立資産 48,000,000 10,000,000 38,000,000

　　２３ＷＳＪ関連積立資産 113,081,000 3,884,795 109,196,205

    災害支援積立資産 13,762,000 7,305,202 21,067,202

　　特定費用準備積立資産 3,172,000 1,509,396 1,662,604

　　準備金積立資産 20,000,000 20,000,000

    異常危険準備積立資産 1,171,530 546,401 1,717,931

小　　計 740,993,490 39,945,680 234,590,857 546,348,313

合　　計 2,048,397,186 339,945,680 540,893,161 1,847,449,705 　

財務諸表に対する注記
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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

　　土　　　地 560,136,524 （49,828,010） (510,308,514) －

　　建　　　物 119,829,868 （119,829,868） （0） －

　　有価証券 621,135,000 （0） （621,135,000） －

小　　計 1,301,101,392 （169,657,878） （1,131,443,514） －

特定資産

 　 山中野営場建替積立資産 116,109,463 （0） （116,109,463） －

　　那須野営場建替積立資産 71,391,600 （0） （71,391,600） －

　　職員福利厚生基金積立資産 49,623,752 （0） （49,623,752） －

　　退職給付積立資産 28,593,600 （0） （0） （28,593,600）

    日本ジャンボリー等積立資産 30,930,000 （0） （30,930,000） －

    建物補修積立資産 39,955,956 （0） （39,955,956） －

    国際協力資金積立資産 18,100,000 （0） （18,100,000） －

    安全基金積立資産 38,000,000 （0） （38,000,000） －

    ２３ＷＳＪ関連積立資産 109,196,205 （0） （0） （109,196,205）

    災害支援積立資産 21,067,202 （0） （21,067,202） －

    特定費用準備積立資産 1,662,604 （0） （1,662,604） －

　　異常危険積立資産 1,717,931 （0） （0） （1,717,931）

　　準備金積立資産 20,000,000 （0） （0） （20,000,000）

小　　計 546,348,313 （0） (386,840,577) (159,507,736)

合　　計 1,847,449,705 (169,657,878) (1,518,284,091) (159,507,736)

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 取得価格 減価償却累計額 当期末残高

　　建　     　　    　物 1,101,477,896 419,224,376 682,253,520

　　構    　 築    　 物 44,443,476 29,512,588 14,930,888

　　什    器    備    品 140,947,415 128,187,062 12,760,353

　　車　輌　運　搬　具 2,800,000 2,799,999 1

　　ソ　フ　ト　ウェ　ア 83,646,142 69,986,202 13,659,940

　　商　　　標　　　権 2,966,026 1,526,446 1,439,580

     リ  ー  ス   資  産 34,896,140 11,224,098 23,672,042

合　　計 1,411,177,095 662,460,771 748,716,324

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）

科    目 帳簿価格 時　　価 評価損益

　　第123回利付国債 100,000,000 100,847,900 847,900

　　第123回利付国債 270,000,000 272,241,000 2,241,000

　　第125回利付国債 320,000,000 322,880,000 2,880,000

　合　　計 690,000,000 695,968,900 5,968,900
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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 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残 高

高萩ｽｶｳﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ整備促進 高萩市 0 74,000,000 74,000,000 0

第12回日本ｱｸﾞﾅﾘｰ開催支援 静岡県 0 2,000,000 2,000,000 0

スカウトの日事業
財）セブン－イレ
ブン記念財団 0 5,500,000 5,500,000 0

高萩フィールドでの事業実施助成
(独)環境再生保
全機構

0 2,334,000 2,334,000 0

　　　　　　　合　　計 0 83,834,000 83,834,000 0

　

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は次のとおりである。

（単位：円）

内　容 金　額

該当収益への振替額

　　　受取寄附金 7,441,290

　　　　　　　合　　計 7,441,290

８．関連当事者との取引の内容

勘定科目 金 額(千円)

ｽｶｳﾄ用品譲
渡金未回収

未収金 77,662

書籍委託販売 未収金 18,287

ロイヤリティ 未収金 121,050

資金の貸付他 貸付金 20,063

237,062

１．引当金の明細 （単位：円）

目的使用 目的外使用

　賞  与  引  当 金 15,950,000 16,158,500 15,950,000 0 16,158,500

　退職給付引当金 141,272,611 1,128,343 0 140,144,268

　２３ＷＳＪ関連費用引当金 113,081,000 3,884,795 0 109,196,205

　普通支払備金引当金 304,000 2,040,000 304,000 0 2,040,000

　ＩＢＮＲ備金引当金 8,632,920 13,195,910 8,632,920 0 13,195,910

２．基本財産及び特定資産の明細は注記２にあるため記載を省略している。

役員３名

役員の兼務 取引の内容事業の内容

科　　目

東京都文京区被支配法人
一般財団法人

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄｴﾝﾀｰ
ﾌﾟﾗｲｽﾞ

当期減少額

期 末 残 高

合計

期首残高

属性

期末残高

物品販売業

当期増加

法人等の名称 住所

附属明細書
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