
平成２６年度 事 業 報 告 書 
 

 

Ⅰ 事業概要 

平成２６年度の事業活動として、広く県民一般に対し、原子力及びその平和利用に関する知識の普

及啓発を目指し、関係機関と連携を図りながら、原子力だより「それいゆ」や子ども向け資料など各

種広報資料の作成・配布をし、原子力関連資料の情報収集・公開、講演会(伊方町(２回)・松山市、大

洲市での開催)、子ども放射線出前セミナー(９回)、原子力施設見学会(１３回)、子ども写生大会(２

回)等数多くの事業を実施するなど、幅広い年代層に原子力に関する理解と知識の普及・啓発に取り組

んだ。 

新規事業として、「きなはいや伊方まつり」「伊方文化祭」での子どもを対象とした実験教室の出展

を行なった。しかし、昨年同様に原子力発電を取り巻く社会情勢等を配慮の上、ケーブルテレビでの

「原子力の日」記念事業のテレビ番組放送を取り止めた。 

また、地域に根ざしたきめ細かな原子力の普及啓発活動の一環として、佐田岬地域の観光振興と地

域活性化に寄与することを目的に、「佐田岬ハーフマラソン大会」を後援の立場で支援し、参加者には

原子力広報資料(オリジナルフェイスタオル)を作成・配布した。そのほかには、日々の生活の中で広

報できるカレンダーを作成し町内全戸に配布をしたり、｢うちわ｣の作成・配布などを通して各地区の

夏祭り等、地域行事の支援にも努めた。 

   

 

 

Ⅱ 事 業 

１ エネルギーの明日が体験できる「ふれあい広場」の維持管理及び運営 

（１） 展示ホールの利用状況 

施設見学者の積極的な募集と広報活動をしているが、設備の老朽化に伴い利用者数も低迷

している。 

○ 利用人数の推移                           （単位：人） 

区   分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

開館総日数 345 345 116 342 342 

見学者総数 2,359 1,782 356 1,412 1,514 

前年度対比 117.9% 75.5% 19.9% 396.6％ 107.2％ 

見学者累計 144,167 145,949 146,305 147,717 149,231 

※ 平成24年度は伊方町民会館の全館改修工事に伴い、平成24年8月から25年3月まで臨時

閉館を行なった。 

 

（２） 展示ホール保守点検 

期 間  平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日 

回 数  １回 

業 者  ㈱丹青社 
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展示物「佐田岬クルージング」他1件の修繕を行ない、ホールの環境整備に努めた。 

 

 

２ 原子力及びその平和利用に関する広報研修活動 

（１）放送放映事業の実施 

一般県民を対象として、次のとおりテレビ広報を実施した。 

①  ＣＭ素材（１５秒）の制作【普及啓発事業】 

・「未来へ残すもの 篇」       南海放送サービス㈱ 制作 

② 八西ＣＡＴＶによる番組放送【町受託事業】 

中止 

③ 八西ＣＡＴＶによるＣＭ（１５秒）放送【町受託事業】 

素  材   「エコニコエ 篇」 

 「未来へ残すもの 篇」 

期  間   平成２６年 ４月２０日～平成２６年 ９月３０日 

 平成２６年１０月 １日～平成２７年 ３月１９日 

回  数  １日４回（八西ニュースの時間帯）  

放送会社  (一財)八西ＣＡＴＶ 

④ 八西ＣＡＴＶによるＣＭ放映【普及啓発事業】 

素  材  「つながる 篇」 

期  間  平成２６年５月１日～平成２６年１２月３１日（８ヶ月） 

回  数  １日４回 

放送会社  (一財)八西ＣＡＴＶ 

 

 

（２）新聞折込広報の実施【県受託事業・普及啓発事業】 

原子力に関する正しい知識の普及・啓発及び行事案内、参加者募集を内容としたチラシの新

聞折込広報を実施した。 

作成部数  ９１,３００枚 

折込時期  平成２６年７月・９月に２回実施   

折込新聞  愛媛、朝日、毎日、読売、産経の５紙 

折込地域  伊方発電所周辺地域 ５市２町 

 

（３）原子力講演会の実施【県受託事業・町受託事業】 

   ① 講演会の実施 

原子力発電や放射線に関する理解促進を目的として、愛媛県内の一般住民を対象とした原

子力講演会を伊方町、松山市、大洲市で実施した。 

参加者からは、｢原子力防災や、規制委員会の考え方が理解できた｣、「資料も見やすく講

義の内容もわかりやすかった」、「(放射線について)誤った認識を持っていたので今回の講演

で正しい理解ができた」などの意見が寄せられた。 

2



 

【町受託事業】 

伊方会場 

 開催日時  平成２６年９月１７日（水） １３：３０～１５：５０ 

開催場所  伊方町生涯学習センター５階 多目的ホール 

参 加 者  ７６名   

演  題  「放射線の人体への影響について」 

講  師  公益財団法人 ルイ・パストゥール医学研究センター 

   基礎研究部 インターフェロン・生体防御研究室 

     室長 宇野 賀津子 先生 
 

【県受託事業】 

伊方会場  

開催日時  平成２７年１月１４日（水）１３：３０～１５：５０ 

開催場所  伊方町生涯学習センター５階 多目的ホール 

参 加 者  ８４名   

演  題  「原子力防災について」 

講  師  東京大学大学院工学系研究科 原子力専攻 

         教授 山口 彰 先生 

 

松山会場 

 開催日時  平成２７年１月３１日（土）１３：３０～１５：５０ 

開催場所  愛媛県美術館 講堂 

参 加 者  ５２名   

演  題  「放射線の人体への影響について」 

講  師  独立行政法人 放射線医学総合研究所 企画部 

         広報課長 三枝 公美子 先生 

 

大洲会場  

開催日時  平成２７年２月８日（日）９：３０～１１：３０ 

開催場所  リジェール大洲 インペリアルホール 

参 加 者  １３８名   

演  題  「低線量放射線の生体影響」 

講  師  公益財団法人 ルイ・パストゥール医学研究センター 

       基礎研究部 インターフェロン・生体防御研究室 

         室長 宇野 賀津子 先生 
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② 子ども放射線出前セミナーの実施【県受託事業】 

愛媛県内の小中学生対象に、放射線に関する基本的な知識の理解を目的とし、放射線の講

義や簡易放射線測定器による放射線の測定のほか、霧箱による放射線の観察を行なった。 

参加者からは、｢実験がとても楽しかったし、身近な物からも放射線が出ていることが知れ

たのでよかった｣「自分たちの町に原子力発電所があるのでこういった学習をする機会があっ

てとても良いと思った」、「放射線について、これから正しい知識を持っていきたい」などの意

見が寄せられた。 

 

 開催日時・開催校 

市町名 学校名 開催日時 
受講数 

計 児童 

生徒 
教諭 

伊方町 三崎小学校 11月 5日 10:30～12:00 17 3 20 

八幡浜市 宮内小学校 11月 6日 13:55～15:30 35 2 37 

内子町 五十崎小学校 11月 13日 9:30～11:20 46 4 50 

宇和島市 玉津小学校 11月 20日 10:20～12:00 28 5 33 

西予市 皆田小学校 11月 20日 14:00～15:40 33 1 34 

伊予市 下灘小学校 11月 27日 10:05～11:45 14 3 17 

小学校 計 173 18 191 

伊方町 三崎中学校 11月 5日 13:20～15:10 65 14 79 

大洲市 平野中学校 11月 13日 13:20～15:00 62 10 72 

大洲市 長浜中学校 11月 27日 13:40～15:30 150 15 165 

中学校 計 277 39 316 

総  計 450 57 507 

 

講 師  愛媛大学 特命准教授 総合科学研究支援センター 放射線教育支援室 

医学博士  増 田 晴 造 

 

③ 一般向け放射線出前セミナーの実施【町受託事業】 

  参加希望団体がなかったため中止  

 

④ きなはいや伊方まつり出展「科学実験教室」【普及啓発事業】 

(公財)日本科学技術振興財団の事業(エネルギー資源庁からの受託)の一環としてご協

力いただき、子どもを対象とした科学体験教室を開催した。万華鏡から見える光の説明

を手掛かりとして放射線の説明や基礎知識など簡単な講義を行なった。 

開催日時 平成２６年７月２７日（日） ９：３０～１５：００ 

開催場所 きなはいや伊方まつり会場内 伊方武道館１階 

出展内容 『万華鏡を作ってみよう』 

参加人数 １８１名 
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⑤ 伊方文化祭出展「科学実験教室」【普及啓発事業】 

「霧箱」を使っての放射線の観察を来館者にしていただき、放射線は身近に存在するとい

うことを体感してもらった。同時に子ども写生大会作品展も行なった。 

開催日時 平成２６年１１月３日（月） ９：３０～１６：００ 

開催場所 伊方原子力広報センター展示ホール 

出展内容 『放射線の飛跡を見てみよう』 

参加人数 １１４名 

 

（４）原子力施設見学会の実施【県受託事業、町受託事業、普及啓発事業】 

愛媛県内の方を対象に、一般見学会、団体見学会として、伊方発電所、伊方ビジターズハ

ウス、愛媛県原子力センター、四国電力㈱原子力保安研修所等の施設見学会を次のとおり実施

した。 

なお、全体での施設見学会は１３回実施しており、その内訳は次のとおりである。 

 

ア 一般見学会 

６回    参加人数 ３０６名 

実 施 日 参加対象 参加人数 事業区分 

平成２６年７月３１日（木） 

愛媛県の住民の方 

４９名 

県受託事業 

平成２６年８月６日（水） ４８名 

平成２６年８月２０日（水） ４１名 

平成２６年８月２６日（火） ５６名 

平成２６年１０月２日（木） ５５名 

平成２６年１０月８日（水） ５７名 

 

イ 団体見学会 

７回    参加人数 １７５名 

実 施 日 参加対象 参加人数 事業区分 

平成２６年９月２１日（日） 宇和島市「藤江１区自治会」 ３２名 

県受託事業 
平成２６年９月２６日（金） 伊方町「伊方町平成大学」１号車 ２２名 

平成２６年９月２６日（金） 伊方町「伊方町平成大学」2号車 ２４名 

平成２６年１１月６日（木） 伊予市「双海町上灘会」 １９名 

平成２６年９月９日（火） 伊方町「伊方町女性団体連絡会」 ２４名 
町受託事業 

平成２６年１１月１８日（火） 伊方町「町見老人大学」 ３８名 

平成２７年１月１５日（木） 八幡浜市「白浜長寿橘会」 １６名 普及啓発事業 

 

参加者からは、「原発の安全性について説明をしていただき理解することができた」、「安

全に運転されるよう努力されていることを知り安心した」、「個人では来られないので来て

よかった」、「説明を聞いてあらゆる安全性を感じた」などの意見が寄せられた。 
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（５）原子力施設子ども写生大会【県受託事業】 

四国電力（株）伊方ビジターズハウスとの共催により、青少年の原子力への関心を深めるた

め、伊方町及び八幡浜市、西予市、大洲市の小学生を対象に、伊方発電所の写生大会、見学会

等を次のとおり実施した。 

参加した子どもからは、「とても楽しかった。来年も参加したい」、保護者からは「発電所を

身近に見ることができとてもいい勉強になった。参加させてよかった」などの意見が寄せられ

た。 

開催日時  伊方・八幡浜地区  平成２６年７月２３日（水） ９：００～１５：００ 

西予・大洲地区   平成２６年７月２９日（火） ９：００～１５：００ 

開催場所  写生大会  四国電力㈱九町越寮 

見学会等  伊方ビジターズハウス 

参加人数  １１８名 

表  彰  審査会で決定した入賞作品１２点の表彰を、各学校長の表彰伝達により行 

った。 

 

 

 

３ 原子力及びその平和利用に関する各種資料の作成・刊行 

（１）広報用リーフレット「えひめ原子力だより それいゆ」の発行、配布【県受託事業】 

内  容  環境放射線等調査結果、原子力関係情報、地域情報「愛ターン＆悠ターン 

私たちえひめ人」、放射線コラム 他 

発  行  年４回    各６６,８００部 

配 布 先  緊急防護措置区域内（５市２町のうち宇和島市を除く）は全戸配布（一部、

地区単位の回覧での閲覧あり）及び県内市町、コンビニ・スーパー、関係機関 

 

（２）広報用パンフレットの購入、配付【県受託事業・町受託事業・普及啓発事業】 

種      類 購入部数 配付先 

「原子力総合パンフレット2014」 1,000部 見学会、講演会参加者等 

「いま知りたい からだと放射線」 470部 伊方町内小中学生配付 

「いま知りたい からだと放射線」 500部 
見学会･写生大会･放射線

ｾﾐﾅｰ受講者に配付 

「原子力総合パンフレット2013」 400部 見学会、講演会参加者等 

「おかあさんの「？」に答えるたいせつな放射線の話」 1,200部 
見学会･写生大会･放射線

ｾﾐﾅｰ受講者に配付 
 

 

（３）子ども向け広報資料の作成、配布【県受託事業】 

レバーファイル   １,350個作成 

伊方町内保育園児、小･中学生全員、子ども放射線出前セミナー受講者に配付 
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（４）広報用カレンダーの作成、配布【町受託事業】 

原子力発電に関する知識の普及･啓発を行なうため、次年版カレンダーを作成、配布した。 

題  材  「伊方のことを知っちょるか」、放射線ミニコラム、子ども写生大会入賞作

品１２点  

作成部数  ５,５００部 

配 布 先  伊方町内全戸、町内公共施設、関係機関等 

 

（５）広報用うちわの作成、配布【普及啓発事業】 

作成本数  ４,５００本 

配  布  「きなはいや伊方まつり」、「瀬戸の花嫁まつり」及び三崎地域夏祭り 

 

（６）一般向け広報資料の作成、配布 【普及啓発事業】 

「オリジナルフェイスタオル」  ９００枚作成 

佐田岬ハーフマラソン大会参加者等に配布した。 

 

（７）イベント用資料作成 

「オリジナル定規」       ４００本作成 

きなはいや伊方まつり、伊方文化祭において開催した実験教室参加者に配付した。 

 

 

 

４ 原子力とその平和利用に関する各種資料の収集及び公開 

（１）閲覧資料整備【町受託事業】 

新聞７紙を購入し、原子力関連記事の収集とデータベース化により整備し、これを公開し

た。 

 

 

平成26年度 原子力関連新聞記事の収集件数 

新聞名 件数 新聞名 件数 

朝日新聞 2,091 日本経済新聞 1,822 

毎日新聞 2,244 日刊工業新聞 562 

読売新聞 1,236 愛媛新聞 1,958 

産経新聞 1,139 合 計 11,052 

 

 

（２）情報発信収集の実施 

・インターネットによる情報発信・収集【普及啓発事業】 

原子力に関する情報発信・収集及び広報センターのＰＲを図るため、ホームページを随

時更新しタイムリーな情報提供に努め、見学会・講演会などの参加者募集にも利用した。 
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・インターネットによる情報収集【県受託事業】 

展示ホールのインターネットを来館者に無料開放しているが、今年度はＷｉｎｄｏｗｓ

ＯＳの更新により休止した。愛媛県より3月にパソコンの更新をしていただいたので引き

続き来館者に開放する。 
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事業報告の付属明細書 
 
 
 

平成 26 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施

行規則」第 34 条第３項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要

な事項」に該当する事項はありません。 
 
 
 
 
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」 
 第四款 事業報告   
 
第三十四条    法第百二十三条第二項 の規定により作成すべき事業報告及びその附属明細書

については、この条の定めるところによる。ただし、他の法令に別段の定めがある場合は、この

限りでない。  
 
２   事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。  
一   当該一般社団法人の状況に関する重要な事項（計算書類及びその附属明細書の内容とな

る事項を除く。）  
 
二   法第七十六条第三項第三号 及び第九十条第四項第五号 に規定する体制の整備について

の決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要  
 
３   事業報告の附属明細書は、事業報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなけれ

ばならない。 
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貸 借 対 照 表
平成26年 3月31日現在

  Page:   1

(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        36,583,052        38,008,108       △1,425,056
          普通預金         3,583,052         5,008,108       △1,425,056
          定期預金        33,000,000        33,000,000
        未収金        11,499,914        11,117,867           382,047
        流動資産合計        48,082,966        49,125,975       △1,043,009
   2  固定資産
     (1) 基本財産
        現金預金         6,000,000         6,000,000
        基本財産合計         6,000,000         6,000,000
     (2) 特定資産
        退職給付引当資産         1,674,100         1,277,500           396,600
        減価償却引当資産           935,745         1,358,433         △422,688
        特定資産合計         2,609,845         2,635,933          △26,088
     (3) その他固定資産
        什器備品           956,550         1,255,950         △299,400
        減価償却累計額  △           468,425         1,171,294         △702,869
        その他固定資産合計           488,125            84,656           403,469
        固定資産合計         9,097,970         8,720,589           377,381
        資産の部合計        57,180,936        57,846,564         △665,628
 Ⅱ  負債の部
   1  流動負債
        未払金         6,656,598         9,625,843       △2,969,245
        預り金            44,317           116,510          △72,193
        流動負債合計         6,700,915         9,742,353       △3,041,438
   2  固定負債
        退職給付引当金         1,674,100         1,277,500           396,600
        固定負債合計         1,674,100         1,277,500           396,600
        負債の部合計         8,375,015        11,019,853       △2,644,838
 Ⅲ  正味財産の部
   1  指定正味財産
        出資金         6,000,000         6,000,000
        指定正味財産合計         6,000,000         6,000,000
       (うち基本財産への充当額) (       6,000,000) (       6,000,000) (                )
   2  一般正味財産        42,805,921        40,826,711         1,979,210
       (うち特定資産への充当額) (         935,745) (       1,358,433) (       △422,688)
        正味財産の部合計        48,805,921        46,826,711         1,979,210
        負債及び正味財産合計        57,180,936        57,846,564         △665,628



正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

  Page:   1

(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
          基本財産運用益                                 1,500            1,500
            4111 基本財産受取利息                               1,500            1,500
          特定資産運用益                                   524              490               34
            4121 特定資産受取利息                                 524              490               34
          事業収益                                  27,285,096       26,579,774          705,322
            4151 県受託事業収入                            18,723,449       18,782,957         △59,508
            4152 町受託事業収入                             8,561,647        7,796,817          764,830
          受取寄付金                                20,000,000       20,000,000
            4181 受取寄付金                                20,000,000       20,000,000
          雑収益                                        37,282           10,692           26,590
            4191 受取利息                                      11,096           10,692              404
            4193 雑収益                                        26,186           26,186
        経常収益計                                47,324,402       46,592,456          731,946
    (2)  経常費用
          事業費                                    46,276,828       41,405,697        4,871,131
            5501 役員報酬                                   2,875,238        2,796,108           79,130
            5502 給料諸手当                                 8,747,319        7,170,959        1,576,360
            5504 退職給付費用                                 332,303          317,280           15,023
            5505 福利厚生費                                 1,409,874        1,493,638         △83,764
            5507 旅費交通費                                   332,390          108,525          223,865
            5508 通信運搬費                                 2,846,578        2,789,052           57,526
            5509 減価償却費                                   158,830           55,424          103,406
            5510 消耗什器備品費                               166,644           55,104          111,540
            5511 消耗品費                                   1,334,852          879,517          455,335
            5512 修繕費                                       699,076        2,500,764      △1,801,688
            5513 印刷製本費                                17,748,247       16,210,351        1,537,896
            5514 燃料費                                        20,585           15,843            4,742
            5515 光熱水料費                                   965,617          871,090           94,527
            5516 賃借料                                     1,704,407          885,080          819,327
            5517 保険料                                       230,160          204,287           25,873
            5518 諸謝金                                       118,000           52,000           66,000
            5519 租税公課                                     470,540          474,160          △3,620
            5520 図書購入費                                 1,662,380          656,348        1,006,032
            5525 委託費                                     4,332,904        3,763,399          569,505
            5527 雑費                                          90,444          103,768         △13,324
            5528 研修費                                        30,440            3,000           27,440
          管理費                                     3,872,532        3,188,330          684,202
            5101 役員報酬                                     718,810          699,027           19,783
            5102 給料諸手当                                 1,802,415        1,313,748          488,667
            5143 退職給付費用                                  83,075           79,320            3,755
            5105 福利厚生費                                   349,050          405,952         △56,902
            5106 会議費                                        80,630           40,640           39,990
            5107 旅費交通費                                   170,520           35,950          134,570
            5108 通信運搬費                                    62,510           44,933           17,577
            5109 減価償却費                                    55,865           43,738           12,127
            5110 消耗什器備品費                                18,576           10,416            8,160
            5111 消耗品費                                      32,598           57,555         △24,957
            5112 修繕費                                        32,184              966           31,218
            5114 燃料費                                         5,148            3,961            1,187
            5115 光熱水料費                                    14,903           13,444            1,459
            5117 保険料                                        17,342           21,138          △3,796
            5119 租税公課                                      95,960          104,840          △8,880



正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

  Page:   2

(単位：円)

科             目 当年度 前年度 増　減
            5120 図書購入費                                    12,430         △12,430
            5126 諸会費                                       147,540          130,500           17,040
            5127 雑費                                         118,696          136,752         △18,056
            5128 研修費                                        66,710           33,020           33,690
        経常費用計                                50,149,360       44,594,027        5,555,333
          評価損益等調整前当期経常増減額           △2,824,958        1,998,429      △4,823,387
          評価損益等計                        
          当期経常増減額                           △2,824,958        1,998,429      △4,823,387
  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
          固定資産除却損                                19,219         △19,219
            5228 什器備品除却損                                19,219         △19,219
        経常外費用計                                  19,219         △19,219
          当期経常外増減額                            △19,219           19,219
          税引前当期一般正味財産増減額             △2,824,958        1,979,210      △4,804,168
          当期一般正味財産増減額                   △2,824,958        1,979,210      △4,804,168
          一般正味財産期首残高                      42,805,921       40,826,711        1,979,210
          一般正味財産期末残高                      39,980,963       42,805,921      △2,824,958
Ⅱ  指定正味財産増減の部
          当期指定正味財産増減額              
          指定正味財産期首残高                       6,000,000        6,000,000
          指定正味財産期末残高                       6,000,000        6,000,000
Ⅲ  正味財産期末残高       45,980,963       48,805,921      △2,824,958



場所・物量等 使用目的等   金額
(流動資産)

現金預金 36,395,764
  普通預金 伊予銀行伊方支店 運転資金として 3,391,253 円 3,395,764

愛媛信用金庫八幡浜支店 日本フルハップ引落口座として 4,511 円

  定期預金 伊予銀行伊方支店 運転資金として 33,000,000

未収金 愛媛県 平成26年度受託事業分　　　　　　 8,775,338 円 10,697,656
伊方町 平成26年度受託事業分　　　　　　　　 1,922,318 円

流動資産合計 47,093,420
(固定資産)
 基本財産

現金預金 伊予銀行伊方支店　定期預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源 6,000,000
として使用している。(愛媛県･伊方町･四国電力㈱　出資金　各200万円)

 特定資産
退職給付引当資産 伊予銀行伊方支店　普通預金 職員の退職金に備えたもの 2,089,478
減価償却引当資産 伊予銀行伊方支店　普通預金 資産取得資金 935,745

 その他固定資産 什器備品 放射線環境モニタ  ５台 うち公益目的保有財産　　　　　　　 　　 980,040 円 1,507,350
パソコン　　　　     　３台 うち管理目的として使用する財産　 　 107,310 円
カラープリンター　   １台

無形固定資産 会計･給与ソフトウェア 管理目的として使用する財産　　 　　 420,000 円

減価償却累計額  △ △ 683,120
固定資産合計 9,849,453
    資産合計 56,942,873
(流動負債)

未払金 　伊方町 ２６年度職員派遣人件費 3,688,512 円 8,822,204
　セキ㈱ えひめ原子力だより　印刷料 2,433,240 円
　（株）丹青社 展示ホール保守点検料、展示物修繕料 1,404,000 円
　郵政事業(株) えひめ原子力だより　送料 637,470 円
　テルウェル西日本(株) ホームページメンテナンス料　　　　　　　　　　　　 496,800 円
　　他8件 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用 162,182 円

　　　　　　　 　　　
預り金 所得税　　　　　　 39,380 円 50,228

社会保険料 18,969 円
雇用保険料 -8,121 円

流動負債合計 8,872,432
(固定負債)

退職給付引当金 2,089,478

固定負債合計 2,089,478
    負債合計 10,961,910
    正味財産 45,980,963

  貸借対照表科目

財　　　　産　　　　目　　　　録
平成27年3月31日現在

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の
退職給付金の引当金である。



1　継続事業の前提に関する注記
該当事項なし

2　重要な会計方針

 　固定資産の減価償却の方法
　 什器備品・・・・・・・・・・定額法によっている。

 　引当金の計上基準
　 退職給付引当金・・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する

　　　　　　　　　　　　　金額を計上している。

 　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。

３　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

基本財産

基本金 6,000,000

小　　　計 6,000,000

特定資産

退職給付引当資産 1,674,100

減価償却引当資産 935,745

小　　　計 2,609,845

合　　　計 8,609,845

４　基本財産及び特定資産の財源の内訳
基本財産及び特定資産の財源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

基本金 6,000,000 ( 6,000,000 ) ( 0 ) ( － )

小　　　計 6,000,000 ( 6,000,000 ) ( 0 ) ( － )

特定資産

退職給付引当資産 2,089,478 ) ( － ) ( 2,089,478 )

減価償却引当資産 935,745 ) ( 935,745 ) ( － )

小　　　計 3,025,223 ( 0 ) ( 935,745 ) ( 2,089,478 )

合　　　計 9,025,223 ( 6,000,000 ) ( 935,745 ) ( 2,089,478 )

0

0

当期末残高

6,000,000

6,000,000

935,745

3,025,223

9,025,223

0

0

財務諸表に対する注記

科　　　目

科　　　目

当期増加額

0

0

415,378

0

415,378

415,378

当期減少額

0

2,089,478



５　固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、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

什器備品 1,507,350

６　重要な後発事象
特になし

683,120

当期末残高

824,230

減価償却累計額



1　基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2　引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
計上の理由及び金額の算定方法は、財務諸表に対する注記 2　重要な会計方針に記載のとおりである。

付　属　明　細　書
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