
 

公益社団法人日本劇団協議会

(単位：円)　

当年度 前年度

(平成26年3月31日現在) (平成25年3月31日現在)

Ⅰ 資産の部

１．流動資産

現金 682,397 1,334,406 △652,009 

普通預金 19,532,461 33,105,209 △13,572,748 

振替貯金 1,000 500 500

未収会費 5,361,568 1,846,588 3,514,980

未収金 53,647,717 23,654,934 29,992,783

前払金 407,244 428,685 △21,441 

仮払金 365,100 2,450 362,650

　　　　流動資産合計 79,997,487 60,372,772 19,262,065

２．固定資産

　(１) 特定資産

退職給付引当資産 2,581,446 14,350,290 △11,768,844 

　　　　特定資産合計 2,581,446 14,350,290

  (２) その他の固定資産 0

敷金 600,000 600,000 0

　　　　その他の固定資産合計 600,000 600,000 0

　　　　固定資産合計 3,181,446 14,950,290 △11,768,844 

　　　　資産合計 83,178,933 75,323,062 7,855,871

Ⅱ 負債の部

１．流動負債

未払金 24,323,157 7,637,317 16,685,840

預り金 548,907 1,004,709 △455,802 

　　　　流動負債合計 24,872,064 8,642,026 16,230,038

２．固定負債

退職給付引当金 2,581,446 14,350,290 △11,768,844 

　　　　固定負債合計 2,581,446 14,350,290 △11,768,844 

　　　　負債合計 27,453,510 22,992,316 4,461,194

Ⅲ 正味財産の部

１．指定正味財産 0 0 0

( うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)

２．一般正味財産 55,725,423 52,330,746 3,394,677

( うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)

　　　　正味財産合計 55,725,423 52,330,746 3,394,677

　　　　負債及び正味財産合計 83,178,933 75,323,062 7,855,871

 注）退職給与引当金は、要支給額の 77.02%

平成２５年度　貸借対照表　
      平成２６年３月３１日現在　　　

科　 　　　目 増　減
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平成  年度 正味財産増減計算書
 平成  年 月 日  平成  年 月  日   

 単位 円 

科目 当年度決算額 前年度決算額 増減額 備考

 一般正味財産増減 部

  経常増減 部

    経常収益

 受取入会金                

 受取会費                              

正会員会費                              

賛助会員会費                            

 事業収益                                 

入場料 受講料等収入                                

出版物購読料収入                      

広告料収入                       

委託金 文化庁                                 

委託金 東京都                    

事業助成金                          

 受取補助金                      

基金助成金                      

 受取寄付金                       

 雑収益                   

受取利息                  

雑収入                   

  経常収益計                                 

   経常費用

 事業費支出                                 

諸謝金 雑給                          

会場費                              

文芸費                              

出演費                              

舞台費                               

旅費宿泊費日当                              

広報宣伝費                              

編集記録費                          

印刷製本費                          

発送費                      

傷害保険料                    

公演委託費                            

諸経費                      

 事業費支出                               

給与手当                              

臨時給与                            

退職給付費用                      

法定福利費                          

中退金掛金                     

福利厚生費                     

旅費交通費                          

通信費                        

消耗品費                       

印刷費                     

光熱水道費                     

賃借料                    

   料                       

保険料              

支払手数料                      

 



科目 当年度決算額 前年度決算額 増減額 備考

 管理費                            

役員報酬                    

給与手当                          

臨時給与                      

退職給付費用                    

法定福利費                     

中退金掛金                    

福利厚生費                  

顧問料                        

会議費                           

旅費交通費                     

通信費                     

諸会費                       

交際費                        

消耗品費                    

印刷費                  

新聞書籍購読料                      

光熱水道費                  

賃借料                

   料                    

保険料            

租税公課                              

支払手数料                  

雑費                   

  経常費用計                                 

当期経常増減額                                  

  経常外増減 部

経常外収益計                      

    退職給与引当取崩収入                      

経常外費用計                      

退職給与引当資産取得支出                      

当期経常外増減額                                

当期一般正味財産増減額                              

一般正味財産期首残高                                

一般正味財産期末残高                              

  指定正味財産増減 部

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    

  正味財産期末残高                              

 



平成  年度 正味財産増減計算書 内訳
 平成  年 月 日  平成  年 月  日   

 単位 円 

科目
公益目的事業会計

収益事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
公   計

 一般正味財産増減 部

  経常増減 部

   経常収益

 受取入会金                  
 受取会費                                 

正会員会費                                 
賛助会員会費                      

 事業収益                          
入場料 受講料等収入                          
出版物購読料収入                  
広告料収入                  
委託金 文化庁                          
委託金 東京都                      
事業助成金          

 受取補助金等                        
芸術文化振興基金助成金                        

 受取寄付金                
 雑収益                    

受取利息                    
雑収入                    

経常収益計                                   
   経常費用

事業費                          
諸謝金 雑給                      
会場費                        
文芸費                        
出演費                        
舞台費                        
旅費宿泊費日当                        
広報宣伝費                      
編集記録費                      
印刷製本費                      
発送費                  
傷害保険料                  
公演委託費                      
諸経費                  

事業費                        
給与手当                        
臨時給与                      
退職給付費用                        
法定福利費                      
中退金掛金                  
福利厚生費                  
旅費交通費                      
通信費                  
消耗品費                  
印刷費                  
光熱水道費                  
賃借料                      
   料                  
保険料                
支払手数料                  



科目
公益目的事業会計

収益事業会計 法人会計 内部取引消去 合計
公   計

管理費                        
役員報酬                      
給与手当                      
臨時給与                  
退職給付費用                      
法定福利費                  
中退金掛金                  
福利厚生費                
顧問料                      
会議費                      
旅費交通費                  
通信費                
諸会費                  
交際費                  
消耗品費                
印刷費                
新聞書籍購読料                  
光熱水道費                
賃借料                  
   料                
保険料              
租税公課                      
支払手数料                
雑費                

経常費用計                                   
当期経常増減額                                   

  経常外増減 部

   経常外収益計                                
退職給与引当金取崩収入                                

   経常外費用計      
退職給与引当資産取得支出      

当期経常外増減額                                

他会計振替      
当期一般正味財産増減額                              
一般正味財産期首残高           
一般正味財産期末残高           

 指定正味財産増減 部

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  

 正味財産期末残高               

事業費内容詳細
諸謝金 雑給 各種謝金 原稿料      料 等
会場費 劇場費 稽古場使用料                    等 会場費 会場受付費
文芸費 脚本料 演出料 講師料    料 舞台監督料       料等
出演費 公演 出演費
舞台費 大道具 小道具 照明 音響 衣裳     舞台人件費 運搬費等
旅費宿泊費日当 全国公演   海外 地方在住 出演者 講師         旅費宿泊費日当 宿泊 伴 場合 
広報宣伝費 公演        等 宣伝費       運営費等 賞金    折込費
編集記録費 舞台写真    収録 調査研究記録費 編集費
印刷製本費           等印刷費 出版物印刷費     料
発送費 公演         案内発送 機関誌 調査研究書発送費
傷害保険料 公演        等 傷害保険料
諸経費 打合 会議費       費 等

雑収入 著作隣接権関係収入 等
雑 費    受信料 等



公益社団法人日本劇団協議会

（単位：円）

     １．重要な会計方針

(１) 引当金の計上基準

退職給与引当金・・・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額の77%に相当する金額を計上している。

(２) リース取引の処理公方法

ファンアンスリース取引

リー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処理によっている。

(３) 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．特定資産の増減及びその残高

                                                                                      特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

 特定資産

　　退職給与引当預金 14,350,290 0 11,768,844 2,581,446

14,350,290 0 11,768,844 2,581,446

14,350,290 0 11,768,844 2,581,446

      ３．特定資産の財源等の内訳

                                                                                      特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

 特定資産

　　退職給与引当預金 2,581,446 2,581,446 0 0

2,581,446 2,581,446 0 0

2,581,446 2,581,446 0 0

     ４．担保に供している資産はない。

     ５．保証債務はない。

     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

　　補助金

 委託金

    請負金

 委託金

    委託金

0 178,013,743 153,013,743 0

当期末残高
貸借対照表上
の記載区分

芸術文化振興基金

 文化庁

 東京都

0

前期末残高 当期増加額 当期減少額

小　　　計

合　　　計

0

合　　　計

補助金等の名称 交付者

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）

指定正味財産 流動負債

指定正味財産 流動負債

指定正味財産 流動負債

0

(うち負債に
対応する額）

151,134,243

1,879,500

25,000,000

151,134,243

0

25,000,000

  財務諸表に対する注記  

科　　目

小　　　計

合　　　計

1,879,500

0

0



公益社団法人日本劇団協議会
（単位：円）

     １．引当金の明細

目的使用 その他

14,350,290 0 11,768,844 0 2,581,446

合　　　計 14,350,290 0 11,768,844 0 2,581,446

科　　目 前首残高
当期減少額

期末残高

退職給与引当預金

  附属明細書  

当期増加額



公益社団法人日本劇団協議会

（単位：円） 

使用目的等 金　額

現金  現金手許有高  運転資金として 682,397

預金  普通預金

〃 三菱東京UFJ銀行／新宿通支店  運転資金として 19,532,461

振替貯金 ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター  運転資金として 1,000

未収会費  加盟団体  正会員団体会費分 5,361,568

未収金  ㈱JTBコミュニケーションズ  公１　文化庁の委託金 28,514,243

〃  その他  公１　日本の演劇人を育てるプロジェクト 33,474

〃  (一社)映像実演権利者合同機構  公１　広報事業 機関誌join広告料 100,000

〃  日本芸術文化振興会基金部  公１　学校巡回公演 補助金 25,000,000

前払金  26年度4月分通勤交通費 98,680

〃  26年度4月分家賃(芸能花伝舎) 269,990

〃  公１　平成25年度広報事業費 10,500

〃  26年度 理事会･総会会場費 12,474

〃  図書購読料(｢悲劇喜劇｣定期購読料) 15,600

仮払金  管理目的業務に使用する経費 500

〃  公１　２６年度定通制高演観教室 会場費半金分 264,600

〃  公１　日本の演劇人を育てるプロジェクト 100,000

　　　流動資産合計 79,997,487

退職給付引当金預金  定期預金

三菱東京UFJ銀行／新宿通支店  定職給与引当の積み立て資産であり、 2,581,446

 資産取得資金として管理されている

敷金  (公社)日本芸能実演家団体協議会  事務所賃借敷金 600,000

　　　固定資産合計 3,181,446

　　　  資産合計 83,178,933

預り金  その他  社会保険料、源泉所得税 548,907

未払金  公１　日本の演劇人を育てるプロジェクト事業に使用する経費 451,290

〃  公１　広報事業に使用する経費 378,978

〃  公１　学校巡回公演事業に使用する経費 23,323,392

〃  管理目的業務に使用する経費 169,497

　　　流動負債合計 24,872,064

退職給付引当金  職員に対するもの  公益目的事業、管理目的業務に従事する 2,581,446

 職員の退職給付金

　　　固定負債合計 2,581,446

　　　  負債合計 27,453,510

　　　  正味財産 55,725,423
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平成２６年３月３１日現在

場所

 (流動資産)

その他の固定資産

特定資産

 (固定資産)

財 産 目 録

 (流動負債)

 (固定負債)




