
(18)-1   文部科学省令第五十ニ号第十五条の経理方法の区分によるセグメント情報

①第一号関係(基金区分)
（単位：円）

資　産　の　部
Ⅰ流動資産
      現金及び預金 1,303,016,137
      有価証券 499,961,290
      未収金 3,700,173
      貸倒引当金 △ 60,000 3,640,173
      未収収益 490,529,514
      その他の流動資産 21,236
　　　　　　　    流動資産合計 2,297,168,350
Ⅱ固定資産
　１　有形固定資産
　　　　　構築物 127,555
　　　　　　　減価償却累計額 △ 121,177 6,378
　　　　　工具器具備品 12,242,468
　　　　　　　減価償却累計額 △ 6,474,947 5,767,521
　　　　　    有形固定資産合計 5,773,899
　２　投資その他の資産
    　　  投資有価証券 57,874,860,119
    　　  長期性預金 6,500,000,000
    　　  敷金・保証金 1,500
    　　  長期未収金 18,788,880
    　　  貸倒引当金 △ 9,119,440 9,669,440
　　　　　　　投資その他の資産合計 64,384,531,059
　　　　　　　    固定資産合計 64,390,304,958
　　　　　　　　　　　　　  資産合計 66,687,473,308
負　債　の　部
Ⅰ流動負債
　　　運営費交付金債務 41,793,961
　　　未払金 639,560,363
　　　短期リース債務 1,470,233
　　　未払費用 1,421,333
　　　預り金 10,504,010
　　　引当金
　　　　　賞与引当金 8,250,960 8,250,960
　　　　　　　    流動負債合計 703,000,860
Ⅱ固定負債
　　　長期リース債務 3,090,348
　　　引当金
　　　　　退職給付引当金 55,966,175 55,966,175
　　　　　　　    固定負債合計 59,056,523
　　　　　　　　　　　　　    負債合計 762,057,383
資　本　の　部
Ⅰ資本金
　　　政府出資金 54,137,281,004
　　　　　　　    資本金合計 54,137,281,004

Ⅱ資本剰余金
　　　損益外減価償却累計額（△） △ 5,126,432
　　　民間出えん金 11,182,559,600
　　　　　　　    資本剰余金合計 11,177,433,168
  
Ⅲ利益剰余金
　　　基金助成事業積立金 50,307,776
　　　積立金 371,218,092
　　　当期未処分利益 189,175,885
　　　（うち当期総利益　　189,175,885）
　　　　　　　     利益剰余金合計 610,701,753
　　　　　　　　　　　　　  資本合計 65,925,415,925
　　　　　　　　　　　         負債・資本合計 66,687,473,308

（平成１８年３月３１日現在）
貸借対照表

(基金区分)



（単位：円）

経常費用
　　　基金助成事業費
　　　　芸術創造普及活動助成費 1,056,500,000
　　　　地域文化振興活動助成費 247,100,000
　　　　文化振興普及団体助成費 180,900,000
　　　　舞台芸術振興助成費 595,200,000
　　　　人件費 107,306,807
　　　　賞与引当金繰入 8,250,960
　　　　退職給付費用 2,523,079
　　　　業務委託費 15,005,460
　　　　委員手当 14,222,600
　　　　減価償却費 1,014,264
　　　　その他 33,619,302 2,261,642,472
　　　財務費用
　　　　支払利息 245,896 245,896
　　　　　   経常費用合計 2,261,888,368

経常収益
　　　運営費交付金収益 596,417,381
　　　事業収入
　　　　　基金運用収入 1,809,511,178 1,809,511,178
　　　財務収益
　　　　　受取利息 16,754 16,754
　　　雑益
　　　　　基金助成事業返還金 300,000
　　　　　基金助成事業精算金 43,000,000
　　　　　その他 133,940 43,433,940
　　　　　   経常収益合計 2,449,379,253
　　　　　　　　   経常利益 187,490,885

臨時利益
　　　貸倒引当金戻入益 1,685,000

当期純利益 189,175,885
当期総利益 189,175,885

（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）
損益計算書

（基金区分）



(単位：円)

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ･フロー
事業活動に伴う支出 △ 2,115,047,880
人件費支出 △ 118,409,482
運営費交付金収入 594,803,000
基金運用収入 1,787,485,786
定期預金の預入による支出 △ 1,026,000,000
定期預金の払戻による収入 1,526,000,000
投資有価証券の取得による支出 △ 15,195,380,000
投資有価証券の償還による収入 15,146,000,000
その他の収入 48,233,100

小計 647,684,524
利息の受取額 16,754
利息の支払額 △ 214,043

業務活動によるキャッシュ･フロー 647,487,235

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
その他の資産の取得による支出 △ 1,500

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 1,500

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー
リース債務の返済による支出 △ 805,612
民間出えん金の受入による収入 102,000

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 703,612

Ⅳ 資金増加額 646,782,123

Ⅴ 資金期首残高 656,234,014

Ⅵ 資金期末残高 1,303,016,137

キャッシュ･フロー計算書
(平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日)

(基金区分)



(単位：円)

Ⅰ 業務費用
(1) 損益計算書上の費用

基金助成事業費 2,261,642,472
財務費用 245,896 2,261,888,368

(2) (控除)自己収入等
事業収入 △ 1,809,511,178
財務収益 △ 16,754
雑益 △ 43,433,940
貸倒引当金戻入益 △ 1,685,000 △ 1,854,646,872

業務費用合計 407,241,496

Ⅱ 損益外減価償却等相当額
(1) 損益外減価償却相当額 1,650,728 1,650,728

Ⅲ 引当外退職給付増加見積額 3,978,245

Ⅳ 機会費用

958,153,744 958,153,744

Ⅴ 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ 1,371,024,213

行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(基金区分)

政府出資又は地方公共団体出資
等の機会費用



注記事項(基金区分）

　　（１）役職員の退職給付引当金の当期末見積額は、57,144,980円となっております。

（１）資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
円
円

（２）重要な非資金取引
① ファイナンスリースによる資産の取得

工具器具備品 円

（行政サービス実施コスト計算書関係）
（１）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率は1.77％であります。

 
（２）引当外退職給付増加見積額

引当外退職給付増加見積額のうち、国又は地方公共団体からの出向職員に係るものが
3,978,245円含まれております。

（有価証券関係）
（１）満期保有目的の債券で時価のあるもの

差額
(単位：円）

2,934,011,767
△ 478,857,176
2,455,154,591

（２）時価評価されていない有価証券の内容

（３）満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額

10年超
(単位：円）

2,500,000,000
500,000,000
500,000,000

-
3,600,000,000

20,000,000,000
27,100,000,000

（４）当期中に売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

-
500,000,000

-

合　計
  (６）外国債 -

38,374,821,409
20,589,987,176

合　計 40,829,976,000
20,111,130,000時価が貸借対照表計上額を超えないもの

種類

１．債券
  (１)国債

1年以内
(単位：円）

貸借対照表計上額(単位：円）

1年超5年以内
(単位：円）

20,000,000,000
満期保有目的の債券

種類

　　外国債

5年超10年以内
(単位：円）

11,810,000,000

  (３）事業債
  (４）金融債
  (５）財投機関債

3,100,000,000
3,000,000,000

1,000,000,000
500,000,000

1,500,000,000
  (２)地方債

-
8,700,000,000

-
4,200,000,000

（貸借対照表関係）

（キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び預金勘定

時価が貸借対照表計上額を超えるもの 17,784,834,233

1,303,016,137
資金期末残高

区分
貸借対照表日
における時価

(単位：円）

貸借対照表日におけ
る貸借対照表計上額

(単位：円）

1,303,016,137

4,620,373

20,718,846,000

500,000,000

-
-

22,110,000,000

-
5,700,000,000

-



　(退職給付関係）

　　（１）採用している退職給付制度の概要

　当法人は、確定給付型の制度として退職一時金制度と厚生年金基金制度（文教関係団体厚生年金基金）を
　併用しております。なお、当該厚生年金基金には昭和61年2月の設立時に加入いたしました。

　　（２）退職給付債務に関する事項
(単位:円）

当事業年度
(平成18年3月31日）

77,853,576
33,295,130
44,558,446
27,287,776
50,565,800
5,400,375

55,966,175
55,966,175

　　（３）退職給付費用に関する事項
(単位:円）

当事業年度
(平成18年3月31日）

2,523,079
6,837,870
1,621,592

△ 585,848
　（４）数理計算上の差異の費用処理額 △ 4,410,634
　（５）従業員拠出額 △ 1,092,220

152,319

　　（４）退職給付債務の計算基礎

当事業年度
(平成18年3月31日）

期間定額基準
2.4％
2.77％
2年

 （重要な債務負担行為）
     該当事項はありません。

 （重要な後発事象）
     該当事項はありません。

　（３）期待運用収益

　（３）期待運用収益率(％）
　（４）数理計算上の差異の処理年数(年）

　（６）厚生年金基金団体における脱退事業所に係る配分加算額

　（１）退職給付見込額の期間配分方法
　（２）割引率（％）

退職給付費用
　（１）勤務費用
　（２）利息費用

  （５）貸借対照表計上額純額　（３）+（４）

　（２）年金資産
　（３）未積立退職給付債務　（１）-（２）

　（６）退職給付引当金

　（４）未認識数理計算上の差異

　（１）退職給付債務
　　　退職一時金に係る債務
　　　厚生年金基金に係る債務



②第二号関係(国立劇場区分)
（単位：円）

資　産　の　部
Ⅰ流動資産
      現金及び預金 2,472,837,348
      事業未収金 49,797,502
      未収金 100,720,385
      貯蔵品 4,890,134
      前渡金 9,043,060
      未収収益 28,946,830
　　　その他の流動資産 540,595
　　　　　　　    流動資産合計 2,666,775,854
Ⅱ固定資産
　１　有形固定資産
　　　　　建物 18,685,758,795
　　　　　　　減価償却累計額 △ 2,691,964,246 15,993,794,549
　　　　　構築物 539,608,502
　　　　　　　減価償却累計額 △ 98,748,400 440,860,102
　　　　　機械装置 4,946,639,690
　　　　　　　減価償却累計額 △ 2,244,422,761 2,702,216,929
　　　　　車両運搬具 8,758,580
　　　　　　　減価償却累計額 △ 3,351,168 5,407,412
　　　　　工具器具備品 1,832,844,124
　　　　　　　減価償却累計額 △ 978,585,542 854,258,582
　　　　　書画工芸品 270,171,600
　　　　　図書資料 514,548,916
　　　　　土地 80,551,149,450
　　　　　建設仮勘定 59,787,000
　　　　　    有形固定資産合計 101,392,194,540
　２　無形固定資産
　　　　　ソフトウェア 38,860,913
　　　　　電話加入権 1,755,000
　　　　　    無形固定資産合計 40,615,913
　３　投資その他の資産
 　　     投資有価証券 1,000,000,000
 　　     長期性預金 2,000,000,000
 　　     敷金・保証金 3,073,500
    　　  長期未収金 4,739,902
    　　  貸倒引当金 △ 2,094,738 2,645,164
　　　　　　　投資その他の資産合計 3,005,718,664
　　　　　　　   固定資産合計 104,438,529,117
　　　　　　　　　　　　　 資産合計 107,105,304,971
負　債　の　部
Ⅰ流動負債
　　　運営費交付金債務 434,580,617
　　　未払金 648,389,241
　　　短期リース債務 63,372,411
　　　未払費用 12,148,342
　　　預り金 75,351,924
　　　前受収益 179,838,017
　　　その他の流動負債 11,600
　　　　　　　   流動負債合計 1,413,692,152
Ⅱ固定負債
　　　資産見返負債
　　　　資産見返運営費交付金 1,089,330,711
　　　　資産見返寄附金 167,477,693 1,256,808,404
　　　長期リース債務 107,118,175
　　　　　　　   固定負債合計 1,363,926,579
　　　　　　　　　　　　　  負債合計 2,777,618,731
資　本　の　部
Ⅰ資本金
　　　政府出資金 108,211,694,857
　　　　　　　　 資本金合計 108,211,694,857

（平成１８年３月３１日現在）
貸借対照表

(国立劇場区分)



Ⅱ資本剰余金
　　　資本剰余金 1,341,274,011
　　　損益外減価償却累計額(△） △ 5,682,972,816
　　　　　　　   資本剰余金合計 △ 4,341,698,805

Ⅲ利益剰余金
　　　施設整備事業積立金 59,214,259
　　　積立金 297,220,346
　　　当期未処分利益 101,255,583
　　　（うち当期総利益　　101,255,583）
　　　　　　　   利益剰余金合計 457,690,188
　　　　　　　　　　　　　資本合計 104,327,686,240
　　　　　　　　　　       　負債・資本合計 107,105,304,971



（単位：円）

経常費用
　　　国立劇場公演等事業費
　　　　文芸費 53,176,062
　　　　出演費 1,025,344,362
　　　　舞台費 698,292,771
　　　　宣伝費 156,692,543
　　　　国立劇場おきなわ公演等委託費 680,027,889
　　　　人件費 2,197,656,711
　　　　奨励費 12,960,000
　　　　保守修繕費 601,089,962
　　　　備品・消耗品費 102,212,213
　　　　諸謝金 67,312,991
　　　　水道光熱費 208,334,686
　　　　図書･印刷製本費 117,968,321
　　　　業務委託費 752,889,335
　　　　文化デジタルライブラリー作成費 107,580,008
　　　　賃借料 142,120,354
　　　　減価償却費 186,299,004
　　　　納付消費税 35,842,300
　　　　その他 367,018,219 7,512,817,731
　　　一般管理費
　　　　人件費 592,082,096
　　　　保守修繕費 50,463,965
　　　　備品･消耗品費 31,644,711
　　　　旅費 18,615,006
　　　　通信運搬費 24,093,307
　　　　業務委託費 84,708,957
　　　　賃借料 73,424,737
　　　　減価償却費 59,914,566
　　　　その他 47,402,230 982,349,575
　　　財務費用
　　　　支払利息 20,817,251 20,817,251
　　　雑損失 2,039,621
　　　　　   経常費用合計 8,518,024,178

経常収益
　　　運営費交付金収益 5,642,424,084
　　　事業収入
　　　　　劇場入場料 1,766,510,213
　　　　　共催公演等収入 55,736,000
　　　　　附帯事業収入 160,151,526
　　　　　劇場使用料 455,562,367
　　　　　附属施設使用料 124,243,723
　　　　　養成事業収入 33,691,430 2,595,895,259
　　　受託事業収入
　　　　　国からの公演受託事業収入 56,897,322
　　　財産利用収入
　　　　　財産利用収入 54,764,727
　　　寄附金収益
　　　　　寄附金収益 1,050,000
      資産見返負債戻入
　　　　　資産見返運営費交付金戻入 162,950,536
　　　　　資産見返寄附金戻入 18,875,094 181,825,630

（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）
損益計算書

(国立劇場区分）



　　　財務収益
　　　　　受取利息 64,248,361
　　　　　有価証券利息 4,730,617 68,978,978
　　　雑益 17,594,245
　　　　　   経常収益合計 8,619,430,245
　　　　　　　　   経常利益 101,406,067

臨時利益
　　　貸倒引当金戻入益 14,516

税引前当期純利益 101,420,583
住民税 165,000
当期純利益 101,255,583
当期総利益 101,255,583



(単位：円)

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ･フロー
事業活動に伴う支出 △ 5,018,056,361
管理活動に伴う支出 △ 342,624,563
人件費支出 △ 2,727,892,638
運営費交付金収入 6,393,706,000
劇場入場料等収入 2,028,654,908
劇場使用料等収入 593,627,541
養成事業収入 33,691,430
受託事業収入 101,940,754
寄附金収入 1,050,000
その他の収入 10,731,401

小計 1,074,828,472
利息の受取額 68,751,324
利息の支払額 △ 21,326,657
法人税等の支払額 △ 165,000

業務活動によるキャッシュ･フロー 1,122,088,139

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △ 7,180,000,000
定期預金の払戻による収入 7,171,415,118
投資有価証券の取得による支出 △ 1,000,000,000
投資有価証券の償還による収入 900,000,000
有形固定資産の取得による支出 △ 1,003,344,543
無形固定資産の取得による支出 △ 11,259,675
その他の資産の取得による支出 △ 45,500
施設費による収入 632,763,350

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 490,471,250

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー
リース債務の返済による支出 △ 57,377,562

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 57,377,562

Ⅳ 資金増加額 574,239,327

Ⅴ 資金期首残高 1,545,598,021

Ⅵ 資金期末残高 2,119,837,348

キャッシュ･フロー計算書
(平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日)

(国立劇場区分)



(単位：円)

Ⅰ 業務費用
(1) 損益計算書上の費用

国立劇場公演等事業費 7,512,817,731
一般管理費 982,349,575
財務費用 20,817,251
雑損失 2,039,621
住民税 165,000 8,518,189,178

(2) (控除)自己収入等
事業収入 △ 2,595,895,259
国からの受託収入 △ 56,897,322
財産利用収入 △ 54,764,727
寄附金収益 △ 1,050,000
財務収益 △ 68,978,978
雑益 △ 17,594,245
資産見返寄附金戻入 △ 18,875,094
貸倒引当金戻入益 △ 14,516 △ 2,814,070,141

業務費用合計 5,704,119,037

Ⅱ 損益外減価償却等相当額
(1) 損益外減価償却相当額 2,768,506,466
(2) 損益外固定資産除却相当額 45,369,293 2,813,875,759

Ⅲ 引当外退職給付増加見積額 △ 426,234,925

Ⅳ 機会費用

270,958,262

1,858,781,297 2,129,739,559

Ⅴ (控除)法人税等及び国庫納付額 △ 165,000

Ⅵ 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ 10,221,334,430

政府出資又は地方公共団体出資
等の機会費用

行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(国立劇場区分)

国又は地方公共団体財産の無償
又は減額された使用料による貸
借取引の機会費用



表示方法の変更(国立劇場区分）
　前期まで区分掲記していた「前払費用」は、当期末において金額が少額となったため、「その他の流動資産」に
含めて表示しております。なお、当期の金額は32,718円であります。

注記事項(国立劇場区分）
（貸借対照表関係）
　　 （１）役職員の退職給付引当金の当期末見積額は、3,930,633,337円となっております。

（損益計算書関係）
　　　（１）当年度中における退職手当の計上方法
　         当年度中に発生した退職手当を一般管理費人件費、国立劇場公演等事業費人件費に計上

（キャッシュ・フロー計算書関係）
（１）資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

円
円
円

（２）重要な非資金取引
① ファイナンスリースによる資産の取得

工具器具備品 円

（行政サービス実施コスト計算書関係）
（１）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率は1.77％であります。

（有価証券関係）
（１）満期保有目的の債券で時価のあるもの

差額
(単位：円）

△ 34,100,000
△ 34,100,000

（２）時価評価されていない有価証券の内容
該当事項はありません。

（３）満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額

10年超
(単位：円）

-
0

（４）当期中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。

（退職給付関係）
該当事項はありません。

（重要な債務負担行為）
該当事項はありません。

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

　　　　 しております。

965,900,000
965,900,000

58,164,572

貸借対照表日
における時価

(単位：円）

貸借対照表日における
貸借対照表計上額

(単位：円）

5年超10年以内
(単位：円）

1年超5年以内
(単位：円）

1,000,000,000

現金及び預金勘定 2,472,837,348
定期預金 △ 353,000,000
資金期末残高 2,119,837,348

区分

合　計
1,000,000,000  (４）金融債

時価が貸借対照表計上額を超えないもの
合　計

1年以内
(単位：円）種類

１．債券

1,000,000,000

-
0

-
0 1,000,000,000



③第三号関係(新国立劇場区分)
（単位：円）

資　産　の　部
Ⅰ流動資産
      現金及び預金 341,086,868
      事業未収金 14,379,021
      未収金 81,576,785
      未収収益 24,604,983
      その他の流動資産 12,442
　　　　　　　   流動資産合計 461,660,099
Ⅱ固定資産
　１　有形固定資産
　　　　　建物 51,586,461,135
　　　　　　　減価償却累計額 △ 4,788,013,181 46,798,447,954
　　　　　構築物 1,367,775,624
　　　　　　　減価償却累計額 △ 186,185,395 1,181,590,229
　　　　　機械装置 3,078,147,560
　　　　　　　減価償却累計額 △ 2,606,386,740 471,760,820
　　　　　車両運搬具 36,261,095
　　　　　　　減価償却累計額 △ 34,224,130 2,036,965
　　　　　工具器具備品 1,811,250,608
　　　　　　　減価償却累計額 △ 997,166,139 814,084,469
　　　　　図書資料 21,206,063
　　　　　土地 20,045,600,000
　　　　　    有形固定資産合計 69,334,726,500
　２　無形固定資産
　　　　　ソフトウェア 19,644,532
　　　　　電話加入権 481,000
　　　　　    無形固定資産合計 20,125,532
　３　投資その他の資産
   　　   投資有価証券 4,984,840,529
   　　   長期性預金 2,600,000,000
   　　   敷金・保証金 500
　　　　　　　投資その他の資産合計 7,584,841,029
　　　　　　　   固定資産合計 76,939,693,061
                             資産合計 77,401,353,160
負　債　の　部
Ⅰ流動負債
　　　運営費交付金債務 100,949,831
　　　未払金 112,159,610
　　　短期リース債務 84,825,123
　　　未払費用 742,808
　　　預り金 3,386,848
　　　前受収益 325,000
　　　　　　　   流動負債合計 302,389,220
Ⅱ固定負債
　　　資産見返負債
　　　　資産見返運営費交付金 420,220,540
　　　　資産見返寄附金 979,090 421,199,630
　　　長期リース債務 201,634,261
　　　　　　　   固定負債合計 622,833,891
　　　　　　　　　　　　　  負債合計 925,223,111
資　本　の　部
Ⅰ資本金
　　　政府出資金 84,470,144,993
　　　　　　　   資本金合計 84,470,144,993

Ⅱ資本剰余金
　　　資本剰余金 70,998,785
　　　損益外減価償却累計額(△） △ 8,082,534,121
　　　　　　　   資本剰余金合計 △ 8,011,535,336

Ⅲ利益剰余金
　　　積立金 14,060,810
　　　当期未処分利益 3,459,582
　　　（うち当期総利益　　3,459,582）
　　　　　　　    利益剰余金合計 17,520,392
　　　　　　　　　　　　　 資本合計 76,476,130,049
　　　　　　　　　            負債・資本合計 77,401,353,160

（平成１８年３月３１日現在）
貸借対照表

(新国立劇場区分)



（単位：円）

経常費用
　　　新国立劇場公演等事業費
　　　　新国立劇場公演等委託費 4,662,047,965
　　　　人件費 72,742,155
　　　　業務委託費 47,265,398
　　　　減価償却費 394,950,284
　　　　その他 19,819,069 5,196,824,871
　　　一般管理費
　　　　人件費 55,708,596
　　　　保守修繕費 432,997
　　　　備品･消耗品費 1,913,544
　　　　通信運搬費 514,953
　　　　業務委託費 322,092
　　　　賃借料 540,260
　　　　減価償却費 240,954
　　　　その他 921,415 60,594,811
　　　財務費用
　　　　支払利息 23,895,106 23,895,106
　　　　　   経常費用合計 5,281,314,788

経常収益
　　　運営費交付金収益 4,704,218,708
　　　事業収入
　　　　　附属施設使用料 105,432,048
　　　財産利用収入
　　　　　財産利用収入 11,593,244
      資産見返負債戻入
　　　　　資産見返運営費交付金戻入 308,754,871
　　　　　資産見返寄附金戻入 14,910 308,769,781
　　　財務収益
　　　　　受取利息 45,624,625
　　　　　有価証券利息 105,447,274 151,071,899
　　　雑益 3,793,690
　　　　　   経常収益合計 5,284,879,370
　　　　　　　　   経常利益 3,564,582

臨時損失
　　　固定資産除却損 30,520,875

臨時利益
　　　資産見返運営費交付金戻入 30,520,875

税引前当期純利益 3,564,582
住民税 105,000
当期純利益 3,459,582
当期総利益 3,459,582

（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）
損益計算書

(新国立劇場区分）



(単位：円)

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ･フロー
事業活動に伴う支出 △ 4,750,055,551
管理活動に伴う支出 △ 5,465,569
人件費支出 △ 129,033,433
運営費交付金収入 5,095,597,000
劇場入場料等収入 15,444,119
劇場使用料等収入 104,180,921

小計 330,667,487
利息の受取額 149,832,900
利息の支払額 △ 23,130,803
法人税等の支払額 △ 105,000

業務活動によるキャッシュ･フロー 457,264,584

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △ 3,100,000,000
定期預金の払戻による収入 3,100,000,000
投資有価証券の償還による収入 1,010,000,000
長期性預金の預入による支出 △ 1,000,000,000
有形固定資産の取得による支出 △ 352,666,525
無形固定資産の取得による支出 △ 1,092,210
その他の資産の取得による支出 △ 500
施設費による収入 23,625,000

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 320,134,235

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー
リース債務の返済による支出 △ 81,357,727

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 81,357,727

Ⅳ 資金増加額 55,772,622

Ⅴ 資金期首残高 285,314,246

Ⅵ 資金期末残高 341,086,868

キャッシュ･フロー計算書
(平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日)

(新国立劇場区分)



(単位：円)

Ⅰ 業務費用
(1) 損益計算書上の費用

新国立劇場公演等事業費 5,196,824,871
一般管理費 60,594,811
財務費用 23,895,106
固定資産除却損 30,520,875
住民税 105,000 5,311,940,663

(2) (控除)自己収入等
事業収入 △ 105,432,048
財産利用収入 △ 11,593,244
財務収益 △ 151,071,899
雑益 △ 3,793,690
資産見返寄附金戻入 △ 14,910 △ 271,905,791

業務費用合計 5,040,034,872

Ⅱ 損益外減価償却等相当額
(1) 損益外減価償却相当額 5,206,059,345
(2) 損益外固定資産除却相当額 4,897,887 5,210,957,232

Ⅲ 引当外退職給付増加見積額 △ 6,664,249

Ⅳ 機会費用

1,398,718,501 1,398,718,501

Ⅴ (控除)法人税等及び国庫納付額 △ 105,000

Ⅵ 行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ 11,642,941,356

政府出資又は地方公共団体出資
等の機会費用

行政ｻｰﾋﾞｽ実施ｺｽﾄ計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(新国立劇場区分)



注記事項(新国立劇場区分）

　　（１）役職員の退職給付引当金の当期末見積額は、168,036,142円となっております。

（１）資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
円
円

（２）重要な非資金取引
① ファイナンスリースによる資産の取得

工具器具備品 円

（行政サービス実施コスト計算書関係）
（１）政府出資等の機会費用の計算に使用した利率は1.77％であります。

（有価証券関係）
（１）満期保有目的の債券で時価のあるもの

差額
(単位：円）

209,970,213
△ 7,710,742
202,259,471

（２）時価評価されていない有価証券の内容
該当事項はありません。

（３）満期保有目的の債券の貸借対照表日後における償還予定額

10年超
(単位：円）

1,000,000,000
-

1,000,000,000
-

2,000,000,000

（４）当期中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。

（退職給付関係）
該当事項はありません。

（重要な債務負担行為）
該当事項はありません。

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

1,000,000,000
  (３）事業債
  (４）金融債

合　計

2,000,000,000
-

3,000,000,000

-
-
0

-
-
0

4,984,840,529

-
- -

（貸借対照表関係）

（キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び預金勘定
資金期末残高

  (１)国債

1年以内
(単位：円）

1年超5年以内
(単位：円）種類

１．債券

  (２)地方債

341,086,868
341,086,868

-

5年超10年以内
(単位：円）

-

30,639,000

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

5,187,100,000合　計

2,202,100,000

貸借対照表日
における時価

(単位：円）
区分

貸借対照表日における
貸借対照表計上額

(単位：円）

1,992,129,787
時価が貸借対照表計上額を超えないもの 2,992,710,742 2,985,000,000




