
公益財団法人アステラス病態代謝研究会 （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金  額
共有財産
共有割合

（流動資産）

 
預 金 当座預金・普通預金・通知預金

三井住友銀行東京営業部
22,163,682

22,163,682

（固定資産）

　１．基本財産

＜公益目的保有財産＞ 1-1 預 金 定期預金/普通預金
三井住友信託銀行本店(92.5%) 330,433,596

　2-1
　　　92.5％

1-2 投資有価証券 第88回 利付国債（5年）他
野村證券㈱・大和証券㈱(92.5%) 1,433,783,722

　2-2
　　　92.5％

1-3 株 式 アステラス製薬(株) 49,950株
大和証券(株）(92.5%) 305,694,000

　2-3
　　　92.5％

株 式 アステラス製薬(株) 89,937株
野村證券(株） 550,414,440

　　　　　公益目的保有財産計 2,620,325,758

＜法人会計保有財産＞ 預 金 定期預金/普通預金
三井住友信託銀行本店(7.5%)

運用益を法人会計の財源として使
用している。 26,791,913

　1-1
　　　7.5％

投資有価証券 第88回 利付国債（5年）他
野村證券㈱・大和証券㈱(7.5%) 116,252,734

　1-2
　　　7.5％

株 式 アステラス製薬(株) 4,050株
大和証券(株）(7.5%) 24,786,000

　1-3
　　　7.5％

　　　　法人会計保有財産計 167,830,647

　基本財産計 2,788,156,405

　２．特定資産

＜公益目的保有財産＞

　１）研究助成資金 預 金 定期預金/普通預金
三井住友銀行東京営業部

129,352,454

　 投資有価証券 第92回 利付国債（5年）他
野村證券㈱

470,605,627

投資有価証券 国債のMMF/FFF
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券（株） 43,553,482

　２）竹中奨励賞資金 預 金 定期預金/普通預金
三井住友銀行東京営業部

寄付により受け入れた資金であり、
規程に準じて使用し、運用益は竹
中奨励賞の副賞として使用する。

9,006,226

　３）公益目的事業資金 預 金 定期預金/普通預金
みずほ銀行本店

寄付により受け入れた資金であり、
助成金・補助金の交付および公益
目的事業費として使用する。

371,290,970

　　　　公益目的保有財産計 1,023,808,759

＜法人会計保有財産＞
　
　４）法人会計資金

預 金 寄付により受け入れた資金であり、
規程に準じて使用し運用益は法人
会計費として使用する。

10,000,000

　　　　法人会計保有財産 10,000,000

特定資産計 1,033,808,759

(その他固定資産）

什器備品 PCA会計ソフト 会計業務に使用している。 571,200
申請システム 公募業務に使用している。 5,594,925

減価償却費累計額 △ 1,657,180

3,826,474,109

　 　資産合計 3,848,637,791

（流動負債） 未払金 株式会社エスプリ他 1,543,806

1,543,806

（固定負債） 0

0

　 　負債合計 1,543,806

　 　正味財産 3,847,093,985

　固定負債合計

貸借対照表科目

　流動資産合計

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。

財　　産　　目　　録　
平成26年3月31日現在

寄付により受け入れた資金であり、
規程に準じて使用し、運用益は助
成交付金として使用している。

　固定資産合計

　流動負債合計
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１．重要な会計方針

 (1) 有価証券の評価基準および評価方法
　　  満期保有目的有価証券： 償却原価法（定額法）によっています。

 (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法
　　　棚卸資産はありません。
 (3) 固定資産の減価償却の方法
　　　定額法によっています。
 (4) 引当金の計上基準
      引当金はありません。
 (5) リース取引の処理方法
　　  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会計処理によっています。
 (6) 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ます。

２．会計方針の変更

 公益目的事業 92.5%
 法人会計 7.5%

３．基本財産の増減額およびその残高

（1）一般正味財産の基本財産の増減額およびその残高は、次のとおりです。 (単位：円）

科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

 定期預金 505,762,000 0 155,762,000 350,000,000

 普通預金 3,789,937 3,435,572 0 7,225,509

 投資有価証券 1,390,893,061 159,143,395 0 1,550,036,456

 株式(54,000株) 273,240,000 57,240,000 0 330,480,000

合　　計 2,173,684,998 219,818,967 155,762,000 2,237,741,965

※株式は平成26年3月末現在の時価表示

(単位：円）

科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

 株式(89,937株) 455,081,220 95,333,220 0 550,414,440

合　　計 455,081,220 95,333,220 0 550,414,440

※株式は平成26年3月末現在の時価表示

４．基本財産および特定資産（研究助成資金等）の内訳
  

(1)基本財産の財源等の内訳は次のとおりです。 (単位：円）

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

うち負債に対応する
額

 定期預金/普通預金 357,225,509 0 357,225,509 0

 投資有価証券 1,550,036,456 0 1,550,036,456 0

 株式(143,937株) 880,894,440 550,414,440 330,480,000 0

合 　　計 2,788,156,405 550,414,440 2,237,741,965 0

(2)研究助成資金の財源等の内訳は次のとおりです。 (単位：円）

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

うち負債に対応する
額

 定期預金/普通預金 129,352,454 129,352,454 0 0

 投資有価証券(国債) 470,605,627 470,605,627 0 0

 有価証券(MMF・FFF) 43,553,482 43,553,482 0 0

合 　　計 643,511,563 643,511,563 0 0

※投資有価証券は平成26年3月末の簿価表示です。

（2）指定正味財産の基本財産の増減額およびその残高は、次のとおりです。

財務諸表に対する注記
（平成26年3月31日現在）

　 　 その他の有価証券(株式）：時価法によっています。

(1)平成21年度から｢公益法人会計の運用指針｣（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を
   採用しています。

(2)会計区分の比率は以下のとおりです。
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(3)竹中奨励賞資金の財源等の内訳は次のとおりです。 (単位：円）

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

うち負債に対応する
額

定期預金/普通預金 9,006,226 9,006,226 0 0

合 　　計 9,006,226 9,006,226 0 0

(4)公益目的事業資金の財源等の内訳は次のとおりです。 (単位：円）

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

うち負債に対応する
額

定期預金/普通預金 371,290,970 371,290,970 0 0

合 　　計 371,290,970 371,290,970 0 0

(５)法人会計資金の財源等の内訳は次のとおりです。 (単位：円）

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

うち負債に対応する
額

現    金 10,000,000 10,000,000 0 0

合 　　計 10,000,000 10,000,000 0 0

５．担保に供している資産
担保に供している資産はありません。

６．保証債務等の偶発債務
該当ありません。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益は次の通りです。

【基本財産】 (単位：円）

26年3月末帳簿価額 26年3月末時価 評価損益

第88回 利付国債(5年) 499,930,019 502,047,500 2,117,481

第93回 利付国債(5年) 301,982,733 302,160,000 177,267

第97回 利付国債(5年) 100,040,920 100,680,000 639,080

第102回 利付国債(5年) 100,350,037 100,542,000 191,963

第105回 利付国債(5年) 189,908,097 190,517,370 609,273

第298回 利付国債（10年) 157,262,958 157,860,000 597,042

第314回 利付国債（10年) 200,561,692 210,200,000 9,638,308

1,550,036,456 1,564,006,870 13,970,414

【研究助成資金】 (単位：円）

26年3月末帳簿価額 26年3月末時価 評価損益

第92回 利付国債(5年) 49,985,296 50,161,300 176,004

第92回 利付国債(5年) 99,970,593 100,322,600 352,007

第95回 利付国債(5年) 20,000,739 20,201,980 201,241

第105回 利付国債(5年) 49,975,825 50,136,150 160,325

第100回 利付国債(5年) 50,227,237 50,252,400 25,163

第114回 利付国債(5年) 50,132,438 50,277,100 144,662

第260回 利付国債(10年) 16,005,860 16,052,976 47,116

第304回 利付国債(10年) 52,811,921 52,946,450 134,529

第311回 利付国債(10年) 51,421,125 51,602,700 181,575

第55回 利付国債(20年) 30,074,593 33,564,000 3,489,407

470,605,627 475,517,656 4,912,029研究助成資金の合計

基本財産の合計

種類および銘柄

種類および銘柄
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８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高
公的機関からの補助金はありません。

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産の振替額の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）

金額

10,000,000

11,691,810

50,000,000

500,000

85,000,000

3,770,357

160,962,167

１０．関連当事者との取引の内容
該当ありません。

１１．当年度に発生した寄付は次の通りです。

　　   （1）アステラス製薬（株）からの指定寄付金
(単位：円）

項　目 金　額

預  金 90,000,000

合　計 90,000,000

　 　  （2）個人からの指定寄付金
(単位：円）

項　目 金　額

預　金 40,000

合　計 40,000

１２．指定正味財産の増減は次のとおりです。
(単位：円）

科　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

 定期預金/通知預金
 /普通預金/現金 589,466,995 0 69,817,345 519,649,650

 投資有価証券
 (国債） 455,957,870 14,647,757 0 470,605,627

 投資有価証券
 株式(89,937株) 455,081,220 95,333,220 0 550,414,440

 有価証券(MMF・FFF) 43,520,259 33,223 0 43,553,482

合　計
1,544,026,344 110,014,200 69,817,345 1,584,223,199

※国債は簿価表示です。

１３．重要な後発事象
該当ありません。

合 　　計

内容

経常収益への振替額

　　受取寄付金

　　基本財産受取配当金

　　研究助成資金取崩

　　竹中奨励賞資金取崩

　　公益目的事業資金取崩

　　特定資産運用益
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