
１． 継続事業の前提に関する注記

２． 重要な会計方針

（１） 資産の評価基準及び評価方法

（２） 固定資産の減価償却の方法

（３） 引当金の計上基準

1)

2)

（４） 消費税等の会計処理

３． 会計方針の変更

４． 基本財産及び特定資産の増減額及び期末残高

(単位:円)

公益社団法人東京都薬剤師会

財務諸表に対する注記
事業年度：平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

　該当事項なし

　平成24年度から｢公益法人会計基準｣(内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日、平成21
年10月16日改正)を採用している。

　有価証券は保有していない。

職員退職金引当金

　職員の退職給付に備えるため、給与規程に基づく期末要支給額を計上している。

　棚卸資産は保有していない。

　有形固定資産は定率法による。

　無形固定資産は保有していない。

　リース資産は、リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法による。

役員退任慰労金引当金

　役員の退任慰労金支給に備えるため、役員報酬並びに役員退職慰労金規程に基づく期
末要支給額を計上している。

　消費税等の会計処理は、税込方式による。

　該当事項なし

　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。

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高科   目

1,257,200 1,257,200 

25,678,704 1,155,541    24,523,163 

3,867,222 2,403,216    795,298      5,475,140 

2,368,042 1,764,018    1,095,733    3,036,327 

1 1 

9,408,000    

34,291,831 33,171,169 4,167,234 3,046,572    

4,225,000 540,000      

8,868,000    

13,575,234   　　　合  計

92,494,928 

96,719,928 

129,891,097 

　建    物

　建物付属設備

　什器備品

　構 築 物

　  　小  計

 特定資産

 基本財産

　土    地

　役員退任慰労金
　　引当金資産
　職員退職金
　　引当金資産

　  　小  計 87,780,928 

4,765,000 

18,347,000   83,015,928 

18,347,000   

21,393,572   122,072,759 
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５． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

６． 担保に供している資産

　該当なし

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。

(単位:円)

８． 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

(単位:円)

９． 保証債務等の偶発債務

　該当なし

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

0

0 6,211,393    

10,278,736   

0 4,067,343    

19,985,304 9,358,767    10,626,537   

134,647,119 90,985,951   43,661,168   

20,951,099 17,914,772   3,036,327    

1,200,000 1,199,999    1            

当期末残高

78,316,000 53,792,837   24,523,163   

14,194,716 8,719,576    5,475,140    

取得価額

(0) (87,780,928)

122,072,759 (0) (34,291,831) (87,780,928)

87,780,928 (0)

(0) (4,765,000)

83,015,928 (0) (0) (83,015,928)

4,765,000 (0)

(34,291,831)

当期末残高

　什器備品

　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおり。

(うち指定正味財産
からの充当額)

　建物付属設備

1,257,200 

　職員退職金
　　引当金資産

　　　合  計

　構 築 物

　  小  計

　役員退任慰労金
　　引当金資産

科   目

 基本財産

　土    地

　建    物

6,211,393 

　建    物

　建物付属設備

　什器備品

　構 築 物

　リース資産

　　合  計

　　合  計

科   目 債権金額

10,278,736 

　前　払　金

　未　収　金

34,291,831 (0)

科   目

(0)

 特定資産

減価償却累計額

1 

　 　 小  計

4,067,343 

　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は次のとおり。

貸倒引当金 当期末残高

(うち負債に
対応する額)

(1,257,200) (0)

5,475,140 (5,475,140) (0)(0)

(うち一般正味財産
からの充当額)

(0)

24,523,163 

3,036,327 (0)

(1) (0)

(24,523,163) (0)

(0)

(0)

(3,036,327) (0)

- H30注記 2/3 -



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。

(単位:円)

１２． 基金及び代替基金の増減額及びその残高

　該当なし

１３． 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

１４． 関連当事者との取引の内容

　該当なし

１５． 重要な後発事象

　該当なし

合   計 0 7,250,000 7,250,000 0

地域医薬品使用
実態調査事業補
助金

東京都
福祉保健局

0 1,500,000 1,500,000 0 - 

0 2,000,000 2,000,000 0 - 

0 750,000 750,000 0 - 

0 1,500,000 1,500,000 0 - 

貸借対照表上
の記載区分

0 1,500,000 1,500,000 0 - 

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高交付者

医薬品適正使用
推進事業補助金

補助金等の名称

在宅医療支援事
業補助金

薬学振興助成補
助金

東京都
福祉保健局

東京都
福祉保健局

後発医薬品情報
提供事業補助金

東京都
福祉保健局

東京都
福祉保健局
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