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（１）公益財団法人 とっとり県民活動活性化センター

財務諸表に対する注記 

財産目録 

附属明細書
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（２）智頭急行株式会社

株主資本等変動計算書 

個別注記表



株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

（単位：円）

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

前期末残高

当期変動額

剰余金の配当

積立金の積立

役員賞与の支給

過年度税効果調整額

当期純利益

当期変動額合計

当期末残高

純資産合計
利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金

自己株式 株主資本合計

繰越
利益剰余金

271,163,274

150,000,000 130,000,000

評価・
換算差額等

新株予約権

0

固定資産圧縮
積立金

002,410,000,000 1,910,000,000 282,857,884

剰余金の配当に伴う
利益準備金の積立て

450,000,000 0 0 2,560,000,0002,700,000 2,040,000,000 0

-280,000,000

130,000,000 0

資本金

450,000,000 0

0 0 0 150,000,0000

資本準備金

0

その他
資本剰余金

2,700,000

271,163,274 0-8,836,726

274,021,158

0

5,326,721,158 0

0

0

0

0

5,326,721,158

0

0

0

0

0

271,163,274

0

0

271,163,274

271,163,274

5,055,557,8845,055,557,884
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商
号 平成28年 4月 1日 から

平成29年 3月31日 まで

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法

　移動平均法に基づく原価法

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

　最終仕入原価法

（２）固定資産、繰延資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　定率法を採用しています。

　ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物については定額法を

採用しています。

②無形固定資産

　定額法を採用しています。

③繰延資産

　法人税法の規定による定額法を採用しています。

（３）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しています。

２．貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 10,906,713,702 円

３．株主資本等変動計算書に関する注記

（１）当該事業年度末日における発行済株式の数 9,000 株

４．１株当たり情報に関する注記

（１）１株当たりの純資産額 591,858 円

（２）１株当たりの当期純利益 30,129 円

個　　別　　注　　記　　表

智頭急行株式会社
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（３）公立大学法人 公立鳥取環境大学

キャッシュ・フロー計算書

利益の処分に関する書類 

行政サービス実施コスト計算書 

注記 

附属明細書
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