
自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

〒529-1804
滋賀県甲賀市信楽町勅旨2188番地7

公益財団法人　滋賀県陶芸の森

理事長　松井　利夫

第３３期  令和３年度

財　務　諸　表



法　人　名：A006226  公益財団法人　滋賀県陶芸の森

（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ  資産の部

   1. 流動資産

          現金預金 △ 705,867

          未収金

          貯蔵品（販売品）

        流動資産合計

   2. 固定資産

     (1)基本財産

          基本財産引当資産

        基本財産合計

     (2)特定資産

          退職給付引当資産 △ 11,978,443

          売店改修積立資産

          資産購入積立資産

          記念事業等積立資産

          やきもの振興基金積立資産

        特定資産合計 △ 11,502,290

     (3)その他固定資産

          車両運搬具 △ 119,789

          什器備品

          電話加入権

          陶芸作品

        その他固定資産合計

        固定資産合計 △ 10,713,437

        資産合計 △ 9,624,374

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

          未払金

          未払法人税等 △ 359,500

          未払消費税等 △ 897,300

        流動負債合計

   2. 固定負債

          退職給付引当金 △ 11,978,443

        固定負債合計 △ 11,978,443

        負債合計 △ 8,832,484

Ⅲ  正味財産の部

   1. 指定正味財産

          地方公共団体補助金

          寄付金

        指定正味財産合計

        (うち基本財産への充当額)

        (うち特定資産への充当額)

   2. 一般正味財産 △ 791,896

        (うち特定資産への充当額)

        正味財産合計 △ 791,890

        負債及び正味財産合計 △ 9,624,374

令和３年度　貸借対照表

令和  4年  3月 31日 現在



法　人　名：A006226　公益財団法人　滋賀県陶芸の森

（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部

   1. 経常増減の部

     (1)経常収益

          基本財産受取利息 △ 2,400

          特定資産受取利息 △ 4,609

          事業収益 △ 11,386,102

          受取補助金等

          雑収益 △ 220,578

        経常収益計 △ 8,059,548

     (2)経常費用

          事業費計 △ 7,059,856

          管理費計

        経常費用計 △ 6,740,132

        （うち人件費） △ 1,661,301

          評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,319,416

          当期経常増減額 △ 1,319,416

   2. 経常外増減の部

     (1)経常外収益

        経常外収益計

     (2)経常外費用

          固定資産減損損失

            その他固定資産減損損失

          その他の経常外費用

            貯蔵品評価減

        経常外費用計

          当期経常外増減額

          税引前当期一般正味財産増減額 △ 1,319,416

          法人税、住民税及び事業税 △ 359,500

          当期一般正味財産増減額 △ 791,896 △ 959,916

          一般正味財産期首残高

          一般正味財産期末残高 △ 791,896

Ⅱ  指定正味財産増減の部

　　　　特定資産運用益

　　　　　特定資産受取利息(寄付金) △ 1

        受取寄付金

          受取寄付金 △ 10,000

          当期指定正味財産増減額 △ 10,001

          指定正味財産期首残高

          指定正味財産期末残高

令和３年度　正味財産増減計算書

令和 3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで

Ⅲ  正味財産期末残高 △ 791,890



法　人　名：A006226　公益財団法人　滋賀県陶芸の森

（単位：円）

陶芸に関する事業 共通 小計 収益事業 共通 小計

Ⅰ  一般正味財産増減の部

   1. 経常増減の部

     (1)経常収益

          基本財産運用益

            基本財産受取利息

          特定資産運用益

            特定資産受取利息

          事業収益

            指定管理事業収益

　　　　　　ｶﾀﾛｸﾞ等販売収益

　　　　　　観覧料収益

　　　　　　ﾎｰﾙ使用料収益

　　　　　　窯使用料収益

　　　　　　宿泊室使用料収益

　　　　　　研修受講料収益

　　　　　　参加者負担金収益

　　　　　　受託事業収益

            指定管理事業収益計

            企画事業収益

　　　　　　　売店事業収益

            指定管理料等収益

　            県指定管理料等収益

　　　　　　  市指定管理料等収益

            指定管理料等収益計

          事業収益計

          受取補助金等

            受取国庫助成金

          雑収益

            受取利息

            雑収益

          雑収益計

        経常収益計

     (2)経常費用

          事業費

            給料手当

            臨時雇賃金

            役員報酬

            退職給付費用

            法定福利費

            福利厚生費

            旅費交通費

            通信運搬費

            減価償却費

　　　　　　消耗什器備品費

            消耗品費

            修繕費

            印刷製本費

            燃料費

            光熱水料費

            賃借料

            保険料

            諸謝金

            租税公課

            支払負担金

            委託費

            新聞図書費

            広告宣伝費

            販売品購入費

            雑費

          事業費計

令和３年度　正味財産増減計算書内訳表

令和  3年  4月  1日 から令和  4年  3月 31日 まで

科　　　　目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計
内部取
引消去 合計



            保険料

            諸謝金

            支払負担金

            委託費

            雑費

          管理費計

       経常費用計

       評価損益等調整前当期経常増減額 △ 7,827,689 △ 7,827,689 △ 4,204,738

       当期経常増減額 △ 7,827,689 △ 7,827,689 △ 4,204,738

   2. 経常外増減の部

     (1)経常外収益

        経常外収益計

     (2)経常外費用

        経常外費用計

        当期経常外増減額

　　　　他会計振替前当期一般正味財産増減額 △ 7,827,689 △ 7,827,689 △ 4,204,738

      他会計振替額 △ 5,941,006 △ 5,941,006

     税引前当期一般正味財産増減額 △ 1,886,683 △ 1,886,683 △ 4,204,738

        法人税、住民税及び事業税

        当期一般正味財産増減額 △ 1,886,683 △ 1,886,683 △ 4,204,738 △ 791,896

          一般正味財産期首残高 △ 34,847,217

          一般正味財産期末残高 △ 39,051,955

Ⅱ  指定正味財産増減の部

        特定資産運用益

          投資有価証券受取利息

　　　　受取寄付金

　　　　受取寄付金

         当期指定正味財産増減額

         指定正味財産期首残高

         指定正味財産期末残高

Ⅲ  正味財産期末残高 △ 24,051,955

          管理費

            役員報酬

            給料手当

            退職給付費用

            福利厚生費

            法定福利費

            会議費

            旅費交通費

            通信運搬費

            消耗品費

            修繕費

            印刷製本費

            光熱水料費

            賃借料



前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

小　　計

合　　計

特定資産

  退職給付引当資産（特）

  売店改修積立資産

  資産購入積立資産

  記念事業等積立資産

  やきもの振興基金積立資産

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

基本財産

  基本財産引当資産

小　　計

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　該当なし。

法　人　名：A006226  公益財団法人　滋賀県陶芸の森

令和３年度　財務諸表に対する注記

１．継続組織の前提に関する注記

該当なし。

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

３．会計方針の変更

該当なし。

　　　退職給与引当金･･･期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　該当なし。

（６）消費税等の会計処理

　　　税込方式による。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　最終仕入原価法を採用している。

（３）固定資産の減価償却の方法

　　　定率法による。

（４）引当金の計上基準

　　　貸倒引当金･･･該当なし。　



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）

―

―

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

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

文化庁 一般正味財産

１１．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

令和3年度文化芸術振興費補助金
(ｺﾛﾅ禍を乗り越えるための文化芸
術活動の充実支援事業)

１０．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

該当なし。

９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

  什器備品

小　　計

合　　計

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

貸倒引当金は設定していない。

７．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

その他固定資産

  車両運搬具

該当なし。

  資産購入積立資産

  記念事業等積立資産

  やきもの振興基金積立
資産

小　　計

合　　計

６．担保に供している資産

基本財産

  基本財産引当資産

小　　計

特定資産

  退職給付引当資産
（特）

  売店改修積立資産

５．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

文化庁 一般正味財産

文化庁 一般正味財産

公益社団法人びわこビジター
ズビューロー

一般正味財産

令和3年度文化芸術振興費補
助金(ｱｰﾃｨｽﾄ･ｲﾝ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ活
動支援を通じた国際文化交
流促進事業)

令和3年度文化芸術振興費補
助金(文化施設の感染症防止
対策事業)

滋賀県観光施設等魅力向
上・感染防止支援事業補助
金

合　　計



１６．その他

該当なし。

１５．重要な後発事象

該当なし。

１３．関連当事者との取引の内容

該当なし。

１４．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

該当なし。

１２．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

法　人　名：A006226  公益財団法人　滋賀県陶芸の森

区分 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額

基本財産

特定資産

その他固定資産

目的使用 その他

退職給付引当金

（単位：円）

やきもの振興基金積立資産

特定資産計

車両運搬具

什器備品

（単位：円）

令和３年度　附　属　明　細　書

１．重要な固定資産の明細

資産の種類

基本財産引当資産

基本財産計

退職給付引当資産（特）

売店改修積立資産

資産購入積立資産

記念事業等積立資産

電話加入権

陶芸作品

その他固定資産計

２．引当金の明細

科　目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高



法　人　名：A006226 公益財団法人　滋賀県陶芸の森

（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　額

（流動資産）

現金
小口現金 運転資金として保有

つり銭 運転資金として保有

普通預金
滋賀銀行信楽支店 運転資金として保有

滋賀銀行信楽支店 運転資金として保有

滋賀銀行信楽支店 運転資金として保有

滋賀銀行信楽支店 運転資金として保有

滋賀銀行信楽支店 運転資金として保有

未収金
文化庁補助金ほか 文化芸術振興費補助金等17件

貯蔵品（販売品）
ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ買い取り商品

ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟで販売するための買
い取り商品

（固定資産）
基本財産 基本財産引当資産 定期預金  滋賀銀行信楽支店

定期預金
関西みらい銀行信楽支店

定期預金
滋賀県信用組合信楽支店

退職給付引当資産 定期貯金　ゆうちょ銀行

通常貯金　ゆうちょ銀行

定期預金　滋賀銀行信楽支店

売店改修積立資産 定期預金　滋賀銀行信楽支店
ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟの改修にかかる
積立資産

資産購入積立資産
定期預金　滋賀銀行信楽支店　　　　            

保有している車両や什器備品
を買い替えるための積立資産

記念事業等積立資産 定期預金　滋賀銀行信楽支店
記念となる年に特別な事業な
ど行うための積立資産

特定資産 やきもの振興基金
積立資産

滋賀銀行信楽支店

関西みらい銀行信楽支店

ゆうちょ銀行通常貯金

ゆうちょ銀行振替口座

その他固定資産 車両運搬具
軽トラック・ＡＤバン　2台 公益目的保有財産である

什器備品
ｻｰﾓｶﾒﾗ･ｺｲﾝﾛｯｶｰ･展示ｹｰｽ･紙折り機ほか 収益事業に供する財産

電話加入権
事務所等電話回線 すべての事業に供する財産

陶芸作品
財団所有陶芸寄付作品 公益目的保有財産である

固定資産合計

　　資産合計

（流動負債） 未払金 設備管理費他 設備管理費等94件

未払消費税

未払法人税等 収益事業についての確定法人税等 収益事業についての確定法人税等

流動負債合計

（固定負債）

令和３年度　財　産　目　録
令和  4年  3月 31日 現在

貸　借　対　照　表　科　目

流動資産合計

公益目的保有財産及び公益目
的事業に必要な活動の用に供
する財産であり、運用益を公
益目的事業及び管理費の財源
として １/２ずつ使用してい
る。

職員に対する退職金の支払
に対する積立資産

公益目的事業の用に供する財
産であり、運用益を公益目的
事業の財源とする。

退職給付引当金 財団の職員に対するもの
財団職員８人に対する退職金
の支払いに備えたもの

固定負債合計

　　負債合計

　　正味財産


