


















1. 重要な会計方針
(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
器具備品･････定額法によっている。

無形固定資産
ソフトウェア･････定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準
退職給付引当金

(3) リ－ス取引の処理方法

(4) 消費税等の会計処理
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)
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産
預金 47,000,000 10,000,000 37,000,000

小計 47,000,000 0 10,000,000 37,000,000
特定資産

退職給付引当資産 5,510,791 601,102 6,111,893
小計 5,510,791 601,102 0 6,111,893

合計 52,510,791 601,102 10,000,000 43,111,893

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)

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
預金 37,000,000 (37,000,000)
小計 37,000,000 （　　 　－） (37,000,000) （　　 　－）

特定資産
退職給付引当資産 6,111,893 － － (6,111,893)

小計 6,111,893 0 0 (6,111,893)
合計 43,111,893 － (37,000,000) (6,111,893)

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)
取得価額 減価償却累計額 当期末残高

器具備品 1,144,545 730,363 414,182
ソフトウェア 3,002,400 50,040 2,952,360
合計 4,146,945 780,403 3,366,542

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については財務諸表に対する注記２に記載されている。

2. 引当金の明細
期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
5,510,791 601,102 0 6,111,893
5,510,791 601,102 0 6,111,893

財務諸表に対する注記
自　平成29年4月  1日
至　平成30年3月31日

役員及び職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上している。

リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ－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。
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（単位：円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

Ⅰ資産の部

1.流動資産

現金 手元保管 運転資金として 384,289
普通預金 北陸銀行 中野出張所　公益 9,084,554

北陸銀行 中野出張所　収益 774,351
北陸銀行 中野出張所　法人 4,118,386
富山第一銀行 本店営業部 72,638
北陸銀行 中野出張所　会費口 354,303
ゆうちょ銀行 842,964
北陸銀行 県庁内支店　木体協 0
北陸銀行 橋北出張所　新川 85,882
北陸銀行 橋北出張所　中新川 42,840
北陸銀行 橋北出張所　上新川 37,000
北陸銀行 橋北出張所　富山 61,930
北陸銀行 橋北出張所　婦負 141,795
北陸銀行 橋北出張所　射水 6,284
北陸銀行 橋北出張所　高岡 90,176
北陸銀行 橋北出張所　氷見 37,650
北陸銀行 橋北出張所　砺波 108,784
みずほ銀行 富山支店 629,435

振替口座 ゆうちょ銀行　士会費 848,058
ゆうちょ銀行　CPD会費 585,080
ゆうちょ銀行　二級木造 1,281,876

（現金･預金計） 19,588,275
未収金 富山県 建築技術育成業務受託 280,800

黒部市 特定空家等の認定に係る調査業務委託 194,400
日本建築士会連合会 定期講習受託収益 290,959
その他 富山建築士広告料 390,000

（未収金計） 1,156,159
前払費用 富山県建築設計監理協同組合 事務所賃借料 235,872

池田 駐車料金 117,000
（前払費用計） 352,872
立替金 日本建築士会連合会 定期講習会場費 103,437
（立替金計） 103,437

流動資産合計 21,200,743
2.固定資産

基本財産

普通預金 みずほ銀行 富山支店 法人の会勢維持 17,258,957
定期預金 北陸銀行 中野出張所 法人の会勢維持 8,932,277

富山第一銀行 本店営業部 法人の会勢維持 10,808,766
（基本財産計） 37,000,000

特定資産

退職給与積立金 北陸銀行 職員の退職金支払いの財源としての積立 6,111,893
（特定資産計） 6,111,893

その他の固定資産

敷金 事務局事務所の賃貸ため 765,450
什器備品 パソコン 会員管理その他用 1

プロジェクター 総会・講習会用 1
システム用サーバ 会員管理用 414,180

ソフトウェア 会員管理システム 会員管理用 2,952,360
（その他の固定資産計） 4,131,992
固定資産合計 47,243,885
資産合計 68,444,628

財　産　目　録
平成30年3月31日現在



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
Ⅱ負債の部

1.流動負債

未払金 消費税未納額　公益分 601,400
消費税未納額　収益分 12,100
社会保険料等 139,347
会誌送料 105,915

（未払金計） 858,762
預り金 役職員 源泉所得税　 47,410

役職員 雇用保険料 27,490
役職員 社会保険料等 274,169
士会、CPD会費 翌事業年度の会費　士会8名、CPD1名 97,000

（預り金計） 446,069
流動負債合計 1,304,831
2.固定負債

退職給付引当金 職員に対する退職金支払いに備えたもの 6,111,893
固定負債合計 6,111,893
負債合計 7,416,724
正味財産 61,027,904


