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平成21年(2009年)度事業報告書及び決算報告書

Ⅰ 事業報告書
１ 理事会

○第65回
開催日 2009年5月23日（土）
出席理事 11人 書面表決者12人 計23人 出席監事 1人
議決事項 １．平成20年(2008年)度事業報告及び決算報告

２．評議員の選任について
３．新公益法人制度における 初の評議員の選任方法について
４．評議員選定委員会候補者案について

○第66回
開催日 2010年3月20日（土）
出席理事 12人 書面表決者13人 計25人 出席監事 1人
議決事項 １．平成22年(2010年)度事業計画及び収支予算について

２．平成21年(2009年)度予算の補正について
３．任期満了に伴う評議員の改選について
４．基本財産の増額について
５．新公益法人(公益財団法人)への移行について
６．新定款案(定款の変更の案)の承認について
７． 初の理事・監事の承認
８． 初の評議員の承認
９．新組織における代表理事(理事長)の選出
10．神奈川近代文学館懇話会の発足について(会則等の承認)
11．神奈川近代文学館第2期指定管理者への応募について
12．横浜市長の顧問就任について

２ 評議員会

○第57回
開催日 2009年5月23日（土）
出席評議員 20人 委任31人 計51人
議決事項 １．平成20年(2008年)度事業報告及び決算報告

２．理事の選任について
３．新公益法人制度における 初の評議員の選任方法について
４．評議員選定委員会候補者案について

○第58回
開催日 2010年3月20日（土）
出席評議員 21人 委任37人 計58人
議決事項 １．平成22年(2010年)度事業計画及び収支予算について

２．平成21年(2009年)度予算の補正について
３．任期満了に伴う役員の改選について
４．基本財産の増額について
５．新公益法人(公益財団法人)への移行について
６．新定款案(定款の変更の案)の承認について
７． 初の理事・監事の承認
８． 初の評議員の承認
９．新組織における代表理事(理事長)の選出
10．神奈川近代文学館懇話会の発足について(会則等の承認)
11．神奈川近代文学館第2期指定管理者への応募について

３ 最初の評議員選定委員会

開催日 2009年9月27日（日）
出席委員 5人
議決事項 １． 初の評議員選出の件
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４ 指定管理事業

(1) 文学資料の収集・整理・保存及び公開

○資料委員会

期日 2009年11月29日(日) （書面による報告、承認）

委員 岡松和夫、上笙一郎、紀田順一郎、清原康正、宮坂覺

議題 １.貴重図書の一部別置について

前年度委員会で承認された選択基準に拠って貴重図書として区分した

もののうち、とくに重要と認められた図書60点を記念室に配架する。

２.その他

2007年度から準備を進めてきた中島敦文庫直筆資料のDVD-ROM版画像収

録目録を6月に製作刊行し、約70部を販売したことなどを報告。

○寄贈

寄贈者 1,116人（堀田百合子氏、中川節子氏、阿部由利子氏、岸宣夫氏、片岡千恵子

氏、藤木悠子氏、鰀目卯女氏、岩波書店、角川書店、講談社、集英社、小学館、新潮社、

筑摩書房、中央公論新社、文藝春秋ほか)

図 書 6,461冊
雑 誌 8,017冊
特別資料 1,835件

計 16,313冊(件)

○購入 図 書 662冊
雑 誌 907冊
特別資料 376件

計 1,945冊(件)

○所蔵状況

図 書 442,026冊
雑 誌 454,880冊
特別資料 184,705件

登録資料小計 1,081,611冊(件)
未登録資料 約26,000冊(件)

計 約1,108,000冊(件) *登録資料はすべて閲覧が可能です。

寄託資料 11人 3,804件

○電算入力 (2009年度) (累計)

図 書 6,122冊 429,717冊 (登録資料の97.2%）
雑 誌 8,791冊 446,677冊 (登録資料の98.2%、タイトル19,584誌)
特別資料 8,521件 177,645件 (登録資料の96.2%)

計 23,434冊(件) 1,054,039冊(件)

*登録資料のうち、電算未入力分は手書き台帳による登録。

*副本処理、データ修正等の電算処理約4,600件
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○整理済点数

(2009年度) (累計)

図 書 8,304冊 142,185冊 (登録資料の32.2%）
雑 誌 8,791冊 446,677冊 (登録資料の98.2%）
特別資料 2,850点 93,770点 (登録資料の50.8%）

計 19,945点 682,632点

○その他の入力

◇雑誌内容入力 453誌5,161冊について、雑誌各冊データの内容書誌を入力。

（累計：約70,000冊）

◇図書雑誌管理換用データ作成 9,552冊

○閲覧室の利用状況

◇利用者数 2,908人(開室日数294日 一日平均10人)

◇レファレンス件数 199件

◇複写サービス 844件 29,676枚

○文庫目録(画像データベース)の刊行

県立神奈川近代文学館収蔵文庫目録『中島敦文庫直筆資料画像データベース』(DVD-ROM

版 110部)を刊行しました。館蔵する中島敦の肉筆資料がほぼ全て検索、画像閲覧出来

る目録です。

○特別資料の利用

◇資料の閲覧 134件 3,440点

◇資料の貸出 28件 856点

（世田谷文学館「松本清張展－清張文学との新たな邂逅」ほか類縁施設の特別展など）

◇写真の撮影 50件 416点

◇写真の貸出 86件 325点

○特別資料データのネット公開

原稿、自筆資料、書簡など2008年度の受入データ7,319件を新たに加え累計約16万7千点

のデータがインターネットで検索可能となりました。

特別資料検索利用登録者 159人(累計955人)

(2) 資料の複製

○常設展示候補および館蔵資料の中から10件の複製を作製しました。

＜作製資料＞

有島武郎「死とその前後」原稿、井上靖「孔子」創作ノート、開高健「夏の闇」原稿、

志賀直哉 尾崎一雄宛（S21.1.1）書簡、島田雅彦「忘れられた帝国」原稿、谷崎潤一郎

「痴人の愛」原稿、永井荷風「珊瑚集序」原稿、夏目漱石 正岡子規宛（M24.7.9）書簡、

夏目漱石 福原鐐二郎宛（M44.2.21）書簡、夏目漱石「夜静庭寒」書

(3) 神奈川近代文学館ホームページの公開

○アクセス数 125,164件(うち、蔵書検索アクセス数 38,147件)
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(4) 展覧会の開催

○企画展 文学館交流展2 ｢虚子没後50年記念 子規から虚子へ－近代俳句の夜明け－｣

正岡子規没後の俳壇を継承・発展させた高浜虚子を中心に、近代俳句の黎明期から大正初期の虚子俳

壇復帰までを子規・漱石・碧梧桐との関わりを交えて展示し、手引き資料として虚子記念文学館製作

の図録(A4判 78頁)を販売。

会期・日数 4月1日(水) ～ 4月19日(日) 17日

共催 虚子記念文学館

後援 朝日新聞社、ＮＨＫ横浜放送局、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 現代俳句協会、国際俳句交流協会、社団法人日本伝統俳句協会、

社団法人俳人協会、東京急行電鉄、兵田印刷工芸、

神奈川近代文学館を支援する会
サポート

観覧者数 3,936人(1日平均231人)※会期は3月7日(土)から 全38日 6,537人(1日平均172人)

＊同時開催 新収蔵資料展〈2008年度〉、常設展 ｢文学の森へ 神奈川と作家たち」

展 第1部－夏目漱石から萩原朔太郎まで 常設展編集委員：富岡幸一郎

○特別展 ｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣

横浜港からドイツ留学に出発した森鷗外の生涯と作品を、横浜開港150周年を迎えた年に三部構成で

展覧。｢舞姫｣にまつわるエピソードや子どもたちとの交流を織り込むなど作家や軍医以外の幅広い活

動も紹介し、手引き資料として図録(B5判 64頁)を製作しました。

会期・日数 4月25日(土) ～ 6月7日(日) 39日

協力 文京区立本郷図書館鷗外記念室、森鷗外記念館、

津和野町立安野光雅美術館

後援 岩波書店、筑摩書房、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、

神奈川県博物館協会、ＮＨＫ横浜放送局、 神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 京浜急行電鉄、相模鉄道、東京急行電鉄、

神奈川近代文学館を支援する会
サポート

編集委員 加賀乙彦、小泉浩一郎

観覧者数 8,220人(1日平均210人)

○企画展 ｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣

横浜高等女学校(現･横浜学園)の教師を務め、横浜とゆかりの深い作家･中島敦の生涯と作品を、館蔵

の南洋から家族に宛てた手紙や日記などの資料により展覧。中島敦の会(後援)による図説の編集刊行

についてもサポートし、会場で販売しました。

会期・日数 6月13日(土) ～ 8月2日(日) 45日

後援 中島敦の会、筑摩書房、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、

ＮＨＫ横浜放送局、 神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 河出書房新社、紀伊國屋書店、東京急行電鉄、

神奈川近代文学館を支援する会
サポート

観覧者数 5,060人(1日平均112人)

＊同時開催 常設展｢文学の森へ 神奈川と作家たち｣展 第2部－芥川龍之介から中

島敦まで
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○企画展 ｢茂田井武展 子どもたちへの贈りもの｣

児童雑誌を舞台に数多くの挿絵や童画を発表した画家･茂田井武を、ちひろ美術館収蔵の原画や画帳

に加え、当館所蔵の資料を交えて文学的な観点を織り込んで展覧し、手引き資料としてリーフレット

を製作し、無償配布しました。

会期・日数 8月8日(土) ～ 9月27日(日) 45日

協力 ちひろ美術館

後援 神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、

ＮＨＫ横浜放送局、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 講談社、集英社、ＪＵＬＡ出版局、福音館書店、東京急行電鉄、

朝日オフセット印刷、神奈川近代文学館を支援する会
サポート

観覧者数 4,118人(1日平均91人)

＊同時開催 常設展 ｢文学の森へ 神奈川と作家たち｣展 第3部－太宰治､三島由紀

夫から現代まで

○特別展 ｢大乱歩展｣

日本の探偵・推理小説界を確立した江戸川乱歩について、立教大学の協力により、乱歩自筆の原稿や

書簡に加え、乱歩が集めた井原西鶴などの和本コレクションや乱歩の遺品など貴重資料を厳選して展

観しました。70年にわたる生涯と作品を紹介する手引き資料として図録(B5判 72頁)を製作しました。

会期・日数 10月3日(土) ～ 11月15日(日) 39日

共催 立教大学・江戸川乱歩記念大衆文化研究センター

後援 日本推理作家協会、ＮＨＫ横浜放送局、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 光文社、ポプラ社、京浜急行電鉄、相模鉄道、東京急行電鉄、

神奈川近代文学館を支援する会
サポート

編集委員 紀田順一郎、藤井淑禎

観覧者数 9,453人(1日平均242人)

○企画展 ｢生誕130年 長谷川時雨展｣

日本初の女性歌舞伎作家であり、女性作家の発掘育成を目指した文芸誌｢女人芸術｣の主宰者として活

躍した長谷川時雨の生涯を、生い立ちから戦時下の病没まで5部門に渡って幅広く展観しました。ま

た、県内の時雨ゆかりの地を紹介し、手引き資料としてリーフレットを製作し、無償配布しました。

会期・日数 11月21日(土) ～ 1月11日(月・祝) 40日

後援 ＮＰＯ現代女性文化研究所、ＮＨＫ横浜放送局、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 東京急行電鉄、神奈川近代文学館を支援する会
サポート

編集 尾形明子

観覧者数 2,288人(1日平均57人)

＊同時開催 常設展 ｢文学の森へ 神奈川と作家たち」展 第1部－夏目漱石から萩

原朔太郎まで

○常設展 ｢文学の森へ 神奈川と作家たち」展 第2部－芥川龍之介から中島敦まで

会期・日数 1月16日(土) ～ 2月28日(日) 38日

観覧者数 1,459人(1日平均38人)

○収蔵コレクション展9 ｢中村光夫文庫から 没後100年 二葉亭四迷展｣

会期・日数 3月6日(土) ～ 3月31日(水) 23日 ※会期は4月18日(日)まで
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協賛 神奈川近代文学館を支援する会
サポート

＊同時開催 新収蔵資料展〈2009年度〉、常設展｢文学の森へ 神奈川と作家たち｣展

第3部－太宰治､三島由紀夫から現代まで

＊手引き資料としてリーフレットを製作し、無償配布しました。

観覧者数 1,186人(1日平均51人)

(5) 会議室の利用状況

利用状況

会議室名 利用回数 利用人数 ＜利用回数の内訳＞
小会議室 304回 3,379人 講演会、読書会等 11回
中会議室 178回 6,173人 俳句会、短歌会等 60回
和 室 174回 2,004人 その他(文学関係) 12回
ホ ー ル 88回 11,636人 その他 681回

計 744回 23,192人

(6) 講演会・シンポジウムの開催(会場：ホール)

○｢虚子没後50年記念 子規から虚子へ－近代俳句の夜明け－｣記念シンポジウム②

(共催：虚子記念文学館)

期日 講師 演題 入場者数

4月4日(土) 稲畑廣太郎 ｢虚子の客観写生｣ 167人

今井肖子

岸本尚毅

筑紫磐井

稲岡長(コーディネーター)

○｢虚子没後50年記念 子規から虚子へ－近代俳句の夜明け－｣記念シンポジウム③

(共催：虚子記念文学館)

期日 講師 演題 入場者数

4月18日(土) 今井千鶴子 ｢虚子十句｣ 250人

金子兜太

辻桃子

安原葉

稲畑汀子(コーディネーター)

○｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣記念講演会

期日 講師 演題 入場者数

5月9日(土) 加賀乙彦 ｢私の鷗外｣ 222人

○｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣記念講演会(共催：中島敦の会)

期日 講師 演題 入場者数

7月5日(日) 紀田順一郎 ｢書斎派作家 中島敦－読書と散歩－｣ 180人

○｢大乱歩展｣記念講演会

期日 講師 演題 入場者数

10月3日(土) 小林信彦 ｢乱歩の二つの顔｣ 174人

(7) 朗読会の開催(会場：ホール)

○｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣記念朗読会

期日 朗読 作品 入場者数

5月4日(月・祝) 佐藤慶 ｢舞姫｣ 258人
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○｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣記念朗読会(共催：中島敦の会)

期日 朗読 作品 入場者数

7月18日(土) 加賀美幸子 ｢山月記｣｢名人伝｣ 249人

有富裕子(解説)

○｢大乱歩展｣記念朗読会

期日 朗読 作品 入場者数

11月1日(日) 寺田農 ｢Ｄ坂の殺人事件｣ 233人

○｢生誕130年 長谷川時雨展｣記念朗読会

(共催：NPO現代女性文化研究所)

期日 朗読 作品 入場者数

12月13日(日) 平野啓子 ｢烏瓜の花－長谷川時雨｣ 187人

(8) 講座の開催(会場：ホール)

○｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣記念講座｢鷗外を読む｣

期日 講師 演題 入場者数

4月29日(水・祝) 千葉俊二 ｢雁｣ 120人

5月17日(日) 小泉浩一郎 ｢高瀬舟｣ 129人

5月24日(日) 小川康子 ｢文づかひ｣ 74人

○｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣記念講座(共催：中島敦の会)

期日 講師 演題 入場者数

7月19日(日) 吉崎一衛 ｢中島敦の文学 190人

－中国文学との関わりから－｣

(9) ミニコンサートの開催(会場：港の見える丘公園沈床花壇付近)

○｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣記念ミニコンサート

期日 出演 曲目 視聴者数

5月30日(土) 横浜市立横浜商業高等学校 ｢横浜市歌｣ほか 296人

5月31日(日) 横浜市立横浜商業高等学校 ｢横浜市歌｣ほか 523人

(10) 展覧会図録の刊行

○特別展、企画展の手引き、資料として下記の図録を刊行し、希望者に頒布しました。

｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣ (B5判 本文64頁 2,500部 頒価900円)

｢大乱歩展｣ (B5判 本文72頁 3,000部 頒価1,000円)

(11) ビデオの製作

○「森鷗外展 －近代の扉をひらく」に合わせた展示解説ビデオを製作しました。

(12) 文字･活字文化振興事業

① 文字・活字文化講演会の開催(会場：ホールほか)

○春の文化講演会

(共催：(財)はまぎん産業文化振興財団)（会場：はまぎんホールヴィアマーレ)

期日 講師 演題 入場者数

5月16日(土) 平岩弓枝 ｢横浜今昔｣ 322人

○｢私の本について話そう｣ 26

期日 講師 演題 入場者数
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8月15日(土) 松居直 『松居直のすすめる50の絵本 113人

大人のための絵本入門』

○台湾文学講演会 1 ｢私の本について話そう｣ 27 (共催：国立台湾文学館)

(協賛：横浜国立大学)

期日 講師 演題 入場者数

9月5日(土) 津島佑子 『あまりに野蛮な』 77人

陳玉慧

○台湾文学講演会 2 (共催：国立台湾文学館)(協賛：横浜国立大学)

期日 講師 演題 入場者数

9月6日(日) 朱天心 ｢わたしにとっての日本/日本文学｣ 42人

○台湾文学講演会 3 (共催：国立台湾文学館)(協賛：横浜国立大学)

期日 講師 演題 入場者数

9月19日(土) 劉亮雅 ｢台湾のクィア文学と 48人

小谷真理 日本のＳＦ､クィア､ファンタジー｣

○台湾文学講演会 4 (共催：国立台湾文学館)(協賛：横浜国立大学)

期日 講師 演題 入場者数

9月20日(日) 紀大偉 ｢台湾文学とセクシュアリティ｣ 43人

○藤沢・御所見公民館文学講座 1 (共催･会場：御所見公民館・市民センター小ホール)

期日 講師 演題 入場者数

9月29日(火) 落合教幸 ｢江戸川乱歩と横溝正史｣ 53人

○藤沢・御所見公民館文学講座 2 (共催･会場：御所見公民館・市民センター小ホール)

期日 講師 演題 入場者数

10月1日(木) 落合教幸 ｢江戸川乱歩と山田風太郎｣ 38人

○藤沢・御所見公民館文学講座 3 (共催･会場：御所見公民館・市民センター小ホール)

期日 講師 演題 入場者数

10月6日(火) 藤井淑禎 ｢江戸川乱歩と松本清張｣ 42人

○秋の文化講演会・源氏物語朗読会

(共催：(財)はまぎん産業文化振興財団)（会場：はまぎんホールヴィアマーレ)

期日 朗読 作品 入場者数

10月11日(日) 有馬稲子 ｢六条の御息所｣ 428人

○｢私の本について話そう｣ 28

期日 講師 演題 入場者数

2月28日(日) 三木卓 『ほろびた国の旅』 96人

『懐かしき友への手紙』

○｢私の本について話そう｣ 29

期日 講師 演題

3月14日(日) 太田治子 『明るい方へ

父・太宰治と母・太田静子』 220人

② 文字・活字文化朗読会の開催(会場：ホールほか)

○大岡昇平生誕100年記念文芸朗読会

期日 朗読 作品 入場者数

8月16日(日) 平田満 ｢野火｣から 192人

○花音朗読コンサート(共催：語りと音楽｢花音｣)

期日 朗読 作品 入場者数
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8月22日(土) 花音 ｢セロひきのゴーシュ｣ほか 194人

藤村俊介(チェロ)

○中島敦生誕100年記念特別朗読会 ｢狂言師、敦を語り読む。｣

(共催：中島敦の会、学校法人横浜学園)（会場：横浜能楽堂）

期日 出演 作品 入場者数

10月2日(金) 野村万作 『悟浄出世』『悟浄歎異』 456人

野村万之介

野村萬斎

石田幸雄ほか

藤原道山(尺八)

○花音朗読コンサート(共催：語りと音楽｢花音｣、秦野市立図書館)

(会場:秦野市立図書館)

期日 朗読 作品 入場者数

10月25日(日) 花音 ｢セロひきのゴーシュ｣ほか 72人

久保寺敏郎(チェロ)

後藤暦(特別ゲスト)

③ 文字・活字文化の日記念行事

○10月27日(火)に限り観覧料を無料にしました。

○ギャラリートーク(会場：エントランスホール)

「大乱歩展」 来場 72人

○バックヤード見学

参加：20人

○プレゼント抽選

展示観覧者を対象に「大乱歩展」の図録など、ミュージアムグッズを抽選でプレゼント

しました。

○記念講演会(会場：ホール)

期日 講師 演題 入場者数

10月24日(土) 紀田順一郎 ｢江戸川乱歩と少年探偵の夢｣ 215人

○閲覧室ミニ展示 特集・昭和初期の稀覯本(小説)

会期 10月1日(木) ～ 12月24日(木)

④ 子ども向け行事

○ミュージアム・クイズ・ラリー －よこはま2009

県立歴史博物館など中区・西区・旭区・金沢区内の21館で協力して夏休みの子ども向け企

画として開催しました。

期間 参加来館者

7月18日(土)～9月1日(火) 81人

○かなぶんキッズクラブ「夏休み子ども映画会」(会場：ホール)

期日 上映作品 入場者数

8月12日(水) ｢ピーターと狼｣ほか 56人

8月13日(木) ｢生きているってすばらしい｣ほか 44人

8月14日(金) ｢やさしいライオン｣ほか 71人

○かなぶんキッズクラブ読み聞かせ会｢絵本であそぼ！｣(会場：中会議室)

期日 出演 作品名 入場者数
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9月5日(土） よこはま文庫の会 茂田井武関連作品ほか 23人

○かなぶんキッズクラブ・文化庁地域文化芸術振興プラン「人形劇がやってきた！」

(会場：ホール)

期日 出演 作品名

3月27日(土) 結城座 ｢杜子春｣｢寿獅子｣｢証城寺の狸囃子｣ 156人

○かなぶんキッズクラブ「紙芝居がはじまるよ！」(会場：中会議室)

期日 出演 作品名

3月28日(日) 山下康 ｢おいの森とざる森、ぬすと森｣ほか 43人

⑤ 映画会の開催

○ビデオ上映会(会場：中会議室)

期日 上映作品 入場者数

8月11日(火) ｢被爆とわたくし｣ 8人

(林京子講演･インタビュー記録ビデオ)

○文芸映画を観る会(会場：ホール)

(共催:文芸映画を観る会)

◇第1回:｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣映画会

期日 上映作品 入場者数

4月25日(土) ｢雁｣ 107人

4月26日(日) ｢雁｣ 144人

5月5日(火･祝) ｢山椒大夫｣ 143人

5月6日(水･祝) ｢山椒大夫｣ 92人

◇第2回:｢大乱歩展｣映画会

期日 上映作品 入場者数

11月7日(土) ｢死の十字路｣ 176人

11月8日(日) ｢死の十字路｣ 138人

◇第3回:｢文学の森へ 神奈川と作家たち展｣映画会

期日 上映作品 入場者数

1月30日(土) ｢千羽鶴｣ 179人

1月31日(日) ｢千羽鶴｣ 116人

⑥ 啓発広報事業

○機関紙の発行

機関紙｢神奈川近代文学館｣第104号から第107号を4､7､10月､平成22年1月に発行しました。

⑦ 生涯学習支援事業、他館等との共催・後援・協力・交流

ア 共催事業

○パネル展 18 (県内学校図書館巡回ﾊﾟﾈﾙ展2) （共催・会場：県立上溝南高校）

期間 パネル展名称 入場者数

10月5日(月)～11月14日(土) ミニパネル展｢夏目漱石｣ 2,040人

○パネル展 19 (県内学校図書館巡回ﾊﾟﾈﾙ展3) （共催・会場：県立逗子高校）

期間 パネル展名称 入場者数

10月26日(月)～11月20日(金) ミニパネル展｢中島敦｣ 2,777人

○パネル展 20 (県内学校図書館巡回ﾊﾟﾈﾙ展4) （共催・会場：県立座間総合高校）

期間 パネル展名称 入場者数
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11月24日(火)～12月25日(金) ミニパネル展｢夏目漱石｣ 250人

○パネル展 21 (県内学校図書館巡回ﾊﾟﾈﾙ展5) （共催・会場：県立横浜桜陽高校）

期間 パネル展名称 入場者数

1月18日(月)～2月5日(金) ミニパネル展｢中島敦｣ 1,275人

○パネル展 22 (県内公共図書館巡回ﾊﾟﾈﾙ展15)（共催・会場：湯河原町立図書館）

期間 パネル展名称 入場者数

1月22日(金)～2月14日(日) ｢井上靖｣ 371人

○パネル展 23 (県内学校図書館巡回ﾊﾟﾈﾙ展6) （共催・会場：県立上矢部高校）

期間 パネル展名称 入場者数

2月10日(水)～3月6日(土) ミニパネル展｢中島敦｣ 750人

イ 中高一貫校研修会事業

○私立中高一貫校教員研修会 (会場：会議室) 参加者数

吉祥女子中学・高等学校、聖光学院中学校・高等学校ほか参加15校 27人

５ 自主事業

(1) 閲覧室ミニ展示

○特集・装幀の美Ⅱ 恩地孝四郎

会期 4月1日(水) ～ 6月28日(日) ＊展示替5月17日(日)

○特集・翻訳児童文学の源流を訪ねて

会期 7月1日(水) ～ 9月29日(火) ＊展示替8月14日(金)

○特集・装幀の美Ⅲ 特集・小村雪岱

会期 12月26日(土) ～ 3月30日(火) ＊展示替2月11日(木・祝)

＊ミニ展示の観覧者数は閲覧室利用者数で計上しています。

(2) ギャラリートークの開催(会場：エントランスホール)

○｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣ギャラリートーク

期日 解説者 入場者数

金曜日毎に計6回開催 展示担当者 計163人

○｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－展｣ギャラリートーク

期日 解説者 入場者数

展示開催中計4回開催 展示担当者 計133人

○｢茂田井武展 子どもたちへの贈りもの｣ギャラリートーク

期日 解説者 入場者数

展示開催中計3回開催 展示担当者 計34人

○｢大乱歩展｣ギャラリートーク

期日 解説者 入場者数

金曜日毎に計6回開催 展示担当者 計199人

○｢生誕130年 長谷川時雨展｣ギャラリートーク

期日 解説者 入場者数

展示開催中計3回開催 展示担当者 計12人

(3) 神奈川近代文学館友の会

○会員に、機関紙の無料配布、展覧会への招待、文学講座等への優待を行いました。

会員879人
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○友の会の会員の集いを開きました。(会場：中会議室)

期日 講話 演題 入場者数

6月27日(土) 張宝芸 ｢横浜開港と近代新聞の歩み 23人

～日本初の日刊紙は横浜で生まれた｣

○文学散歩－近隣施設や県内外の文学ゆかりの地を訪ねました。

◇｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣記念谷根千文学散歩

コース：台東区立一葉記念館～谷中霊園～水月ホテル鷗外荘～千朶山房跡

～根津神社･Ｓ坂～文京区立本郷図書館鷗外記念室(観潮楼跡)

～早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

期日 参加人数

5月27日(水) 49人

6月5日(金) 47人

◇｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－展｣ミニ文学散歩

コース：元町幼稚園～汐汲坂～外国人墓地前～神奈川近代文学館

期日 参加人数

6月19日(金) 22人

7月3日(金) 24人

◇乱歩歌舞伎｢京乱噂鉤爪－人間豹の 期｣観劇

コース：国立劇場観劇・バックステージ見学

期日 参加人数

10月14日(水) 37人

10月20日(火) 51人

◇近隣博物館訪問

コース：横浜市八聖殿郷土資料館、三渓園

期日 参加人数

2月24日(水) 23人

2月26日(金) 16人

○友の会文学講座－文学についての講座を開きました。(会場：ホール)

｢生誕130年 長谷川時雨展｣連続講座

期日 講師 演題 入場者数

12月5日(土) 尾形明子 ｢長谷川時雨について｣ 57人

～粋で美人で江戸っ子で

12月12日(土) 尾形明子 ｢長谷川時雨と｢女人芸術｣の人々｣ 73人

～林芙美子、円地文子、佐多稲子･･･

(4) 映画会・上映会の開催

○｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣映画会(会場：ホール)

(共催:中島敦の会)

期日 上映作品 入場者数

7月31日(金) ｢海の生命線｣ 42人

○乱歩歌舞伎｢江戸闇妖鉤爪｣ ダイジェスト版上映会(会場：中会議室)

期日 上映作品 入場者数

10月9日(金) 乱歩歌舞伎｢江戸闇妖鉤爪｣ 19人

10月16日(金) 〃 14人

10月23日(金) 〃 15人
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(5) 神奈川近代文学館を支援する会
サ ポ ー ト

会員数119名(140口)

○特別展への協賛

○紹介状等により会員を募り、会員に特別展等の広報協力を呼びかけました。

○｢神奈川近代文学館を支援する会｣総会・懇親会
サ ポ ー ト

「生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－展」展覧会オープニングセレモニー

期日 会場 出席者

6月13日(土) 神奈川近代文学館 会員：8人、文学館関係者：27人

(6) 文学展の制作・提供

○｢佐藤さとる コロボックル物語展｣の制作・提供

◇北九州市立文学館 入場者数

会期 7月18日(土) ～ 8月30日(日) 3,867人

○夏目漱石展の制作・提供（共同制作：日本近代文学館）

◇川内まごころ文学館 入場者数

会期 10月20日(火) ～ 11月23日(月･祝) 1,032人

○｢堀田善衞展 スタジオジブリが描く乱世。｣の制作・提供（企画協力：スタジオジブリ）

◇高岡市美術館 入場者数

会期 1月23日(土) ～ 2月28日(日) 20,817人

(7) 博物館実習の実施

○各大学から博物館実習生を受け入れました。

8月4日(火)～8月9日(日)の6日間 10大学 10人

(8) その他の提携事業

○特別展ポスターの駅貼り強化及び無料化

東京急行電鉄(株)、相模鉄道(株)ほかの協賛、支援により県民へ一層の周知を図った。

(9) 他館等への後援・協賛・協力

① 後援事業

○第38回横浜山手ヘフト祭

主催 『横浜山手ヘフト祭』実行委員会、横浜･演劇の会

期日 5月24日(日)

会場 横浜外国人墓地、山手ゲーテ座

○ゆめかながわシニアフェスタ｢第５回かながわシニア短歌大会｣表彰式

主催 神奈川県、社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会かながわシニア社会参加

推進センター

期日 11月7日(土)

会場 神奈川県庁大会議場

○子ども読書活動推進フォーラム

主催 神奈川県子ども読書活動推進会議、神奈川県教育委員会

期日 10月3日(土)

会場 かながわ県民センター
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② 協賛事業

○井泉水全国自由律俳句大会

主催 自由律俳句層雲

投句期間 3月1日(日)～5月31日(日)

③ 協力事業

○第4回横浜山手芸術祭

主催 横浜山手芸術祭実行委員会、財団法人横浜市緑の協会

財団法人横浜市芸術文化振興財団、横浜市市民活力推進局

横浜市中区役所

期日 2月1日(月)～3月7日(日)

○第２回「かながわ子ども・子育て支援月間」

主催 保健福祉部子ども家庭課

協力事業 かなぶんキッズクラブ｢夏休み子ども映画会｣8月12日(水)～8月14日(金)

｢茂田井武展 子どもたちへの贈りもの｣ 8月8日(土)～9月27日(日)

○平成21年度研修講座 教科等専門研修事業 読書活動推進のための研修講座

主催 神奈川県立総合教育センター

期日 8月25日(火)
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６ 役員等に関する事項

(1) 顧問に関する事項(平成22年3月31日現在)

○顧問数

５人

○顧問名簿

阿川 弘之 安西 篤子 中田 宏

松沢 成文 三浦 朱門

(2) 役員に関する事項(平成22年3月31日現在)

○役員数

理 事 長 1人 常務理事 5人

理 事 22人 監 事 3人

○役員名簿

(理 事 長)

紀田順一郎

(常務理事)

三木 卓 山田 宗睦 岡松 和夫

荻野アンナ 川本 三郎

(理 事)

新井 満 井上ひさし (4･9没) 内田 賢治

大岡 信 尾崎左永子 加藤 種男

上 笙一郎 川西 政明 清原 康正

黒井 千次 小泉浩一郎 紅野 敏郎

佐江 衆一 島田 雅彦 司 修

富岡幸一郎 鳥居 邦朗 馬場あき子

林 京子 藤沢 周 三好 徹

山田 太一

(監 事)

竹口 秀夫 永峰 潤 松崎鉄之介
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(3) 評議員に関する事項(平成22年3月31日現在)

○評議員数

71人

○評議員名簿

青野 聰 赤瀬川 隼 赤塚 行雄

荒俣 宏 伊井 直行 飯塚 容

伊豆 利彦 井上 弘 入沢 康夫

内田四方蔵 江森 國友 遠藤 祐

遠藤 眞 太田 治子 大屋 幸世

笠原 淳 加島 祥造 勝又 浩

禿 慶子 川添 猛 河竹登志夫

川端香男里 川村 湊 北方 謙三

倉 和男 紅野 謙介 小玉 晃一

小山 文雄 三枝 昂之 西郷 公子

斎藤 栄 佐藤さとる 佐藤 宗子

佐藤 裕子 篠原 あや 志村 有弘

新保 祐司 鈴木 健次 鷹羽 狩行

高橋 治 千葉 俊二 辻原 登

十川 信介 長崎源之助 長島 三芳

縄田 一男 南原 幹雄 新倉 俊一

西川杏太郎 西木 正明 長谷川 櫂

蜂飼 耳 春名 徹 日高 昭二

福島 俊彦 福田 美鈴 復本 一郎

富士川義之 松信 裕 黛 まどか

水原 紫苑 宮坂 覺 諸角せつ子

八木 幹夫 山崎 洋子 山中 恒

山梨 俊夫 山本 道子 吉田 秀和

林 淑 美 涌田 佑
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(4) 顧問・役員・評議員の異動に関する事項

○顧問の異動

死 去 退 任

顧 問 庄 野 潤 三 21. 9. 21 顧 問 中 田 宏 (22. 3. 31)

○役員の異動

就 任 退 任

理 事 内 田 賢 治 21. 5. 23 理 事 佐 藤 清 21. 5. 22
〃 内 田 賢 治 (22. 3. 31)

○評議員の異動

就 任 退 任

評 議 員 遠 藤 眞 21. 5. 23 評 議 員 磯 村 共 庸 21. 5. 22
〃 西 郷 公 子 21. 6. 23 〃 小川久仁子 21. 5. 22

〃 吉 田 大 成 21. 5. 22
〃 瀧 村 誠 21. 6. 22
〃 遠 藤 眞 (22. 3. 31)
〃 西川杏太郎 (22. 3. 31)
〃 山 梨 俊 夫 (22. 3. 31)



<事業活動収支の部>
<事業活動収入> （単位　円）

大科目 中科目 予　算　額 補正予算額 合　　　計 決　算　額 差　　　異

基本財産運用収入 1,349,000 0 1,349,000 1,342,660 6,340

基本財産利息収入 1,349,000 0 1,349,000 1,342,660 6,340

特定資産運用収入 2,260,000 1,840,000 4,100,000 3,953,764 146,236

特定資産利息収入(財団) 260,000 0 260,000 246,107 13,893

特定資産利息収入(指定) 0 110,000 110,000 111,269 △ 1,269

著作権料収入(財団) 2,000,000 1,730,000 3,730,000 3,596,388 133,612

会費収入 3,000,000 0 3,000,000 2,993,000 7,000

友の会費収入 1,900,000 0 1,900,000 1,593,000 307,000

支援する会会費収入 1,100,000 0 1,100,000 1,400,000 △ 300,000

指定管理料等 405,287,000 0 405,287,000 405,287,000 0

近代文学館維持運営費収入 146,371,000 0 146,371,000 146,371,000 0

近代文学館事業収入 258,916,000 0 258,916,000 258,916,000 0

事業収入 19,386,000 7,110,000 26,496,000 26,502,284 △ 6,284

利用料金収入 6,274,000 3,670,000 9,944,000 9,948,360 △ 4,360

事業収入(指定管理) 5,608,000 340,000 5,948,000 5,948,745 △ 745

自主事業収入 7,504,000 3,100,000 10,604,000 10,605,179 △ 1,179

立替金収入 455,000 △ 220,000 235,000 218,863 16,137

立替金収入(指定) 455,000 △ 220,000 235,000 218,863 16,137

寄付金収入 0 25,770,000 25,770,000 25,770,000 0

寄付金収入(財団) 0 25,770,000 25,770,000 25,770,000 0

雑収入 348,000 3,520,000 3,868,000 3,887,147 △ 19,147

受取利息収入 0 0 0 37,907 △ 37,907

受取証券運用収入 0 0 0 0 0

雑収入(財団) 348,000 2,270,000 2,618,000 2,599,240 18,760

雑収入(指定) 0 1,250,000 1,250,000 1,250,000 0

（事業活動収入計） 432,085,000 38,020,000 470,105,000 469,954,718 150,282

補正は利金収入の増

決　算　報　告　書
１．収　支　計　算　書

平成21年４月１日から平成22年３月31日

補正は講演会受講料収入等の増

備　　　　　考

補正は著作権料収入ほかの増

補正は著作権料収入の増

増額補正は企画編集料収入等の増

補正は利用料金収入の増

補正は観覧料収入、文学館使用料収入の増

増額補正は販売受託手数料ほかの増

補正は立替金収入の減

補正は立替光熱水費等の減

補正は広告料収入の増

補正は広告料収入の増、増額補正は販売受託
手数料ほかの増

補正は寄付金収入の増

補正は寄付金収入（財団）の増



<事業活動支出> （単位　円）

大科目 中科目 予　算　額 補正予算額 流　用　額 合　　　計 決　算　額 差　　　異 備　　　　　考

財団本部費 12,461,000 3,370,000 0 15,831,000 15,825,284 5,716 補正は事務費支出の増

報酬 1,800,000 0 0 1,800,000 1,800,000 0

人件費 5,788,000 0 112,677 5,900,677 5,900,677 0

租税公課 408,000 0 2,826 410,826 410,826 0

会議費 1,299,000 0 △ 112,900 1,186,100 1,185,541 559

事務費 2,130,000 3,370,000 23,097 5,523,097 5,518,040 5,057 増額補正は消耗品費ほ
かの増

刊行物出版費 1,036,000 0 △ 25,700 1,010,300 1,010,200 100

指定管理費 436,738,000 4,260,000 0 440,998,000 440,982,493 15,507 補正は修繕費ほかの増

人件費 257,904,000 △ 890,000 △ 787,099 256,226,901 256,221,157 5,744 補正は退職金支出の減

消費税等 10,444,000 0 810,088 11,254,088 11,254,088 0

事務費 1,969,000 500,000 446,000 2,915,000 2,913,304 1,696
補正は観覧券製作費等
の増

維持費 105,855,000 2,900,000 35,000 108,790,000 108,788,895 1,105
補正は小破修繕費等の
増

資料管理業務電算化事業費 17,723,000 0 △ 1,543,989 16,179,011 16,177,499 1,512

資料調査・収集・整理費 2,420,000 0 461,000 2,881,000 2,880,418 582

展示費 31,593,000 1,750,000 579,000 33,922,000 33,917,788 4,212
補正は展示用消耗品
費、広報費等の増

資料等整備費 8,830,000 0 0 8,830,000 8,829,344 656

<事業活動支出計> 449,199,000 7,630,000 0 456,829,000 456,807,777 21,223

<事業活動収支差額> △ 17,114,000 30,390,000 13,276,000 13,146,941



<投資活動収支の部>

<投資活動収入> （単位　円）

大科目 中科目 予　算　額 補正予算額 合　　　計 決　算　額 差　　　異

基本財産取崩収入 0 0 0 19,000,000 △ 19,000,000

県公債売却収入 0 0 0 7,000,000 △ 7,000,000

普通預金取崩収入 0 0 0 12,000,000 △ 12,000,000

特定資産取崩収入 19,114,000 △ 890,000 18,224,000 39,308,168 △ 21,084,168

退職給付引当資産取崩収入 19,114,000 △ 890,000 18,224,000 39,308,168 △ 21,084,168

<投資活動収入計> 19,114,000 △ 890,000 18,224,000 58,308,168 △ 40,084,168

<投資活動支出>

基本財産取得支出 0 20,000,000 20,000,000 38,990,100 △ 18,990,100

県公債取得支出 0 0 0 18,990,100 △ 18,990,100

普通預金取得支出 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0

特定資産取得支出 2,000,000 9,500,000 11,500,000 32,465,009 △ 20,965,009

退職給付引当資産取得支出 0 0 0 21,092,419 △ 21,092,419

広津基金預金取得支出 2,000,000 9,500,000 11,500,000 11,372,590 127,410

<投資活動支出計> 2,000,000 29,500,000 31,500,000 71,455,109 △ 39,955,109

<投資活動収支差額> 17,114,000 △ 30,390,000 △ 13,276,000 △ 13,146,941

<当期収支差額> 0 0 0 0

前期繰越収支差合計額 54,804 0 54,804 54,804

次期繰越収支差合計額 54,804 0 54,804 54,804

補正は特定資産（広津基金預金）取得支出の増

補正は特定資産取得支出の増

補正は退職給付引当金取崩収入の減

補正は退職給付引当金取崩収入の減

補正は基本財産取得支出の増

補正は基本財産取得支出の増

再投資等による県公債取得額

備　　　　　考

満期償還による収入額

普通預金から県公債への新規投資額



総括表 （単位：円）

非収益事業 収益事業 内部取引消去

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増益の部

(1)経常収益

基本財産運用益 1,342,660 0 1,342,660 0 1,342,660

特定資産運用益 252,309 3,596,388 3,848,697 111,269 3,959,966

受取会費 2,993,000 0 2,993,000 0 2,993,000

事業収益 2,806,715 7,798,464 10,605,179 421,184,105 431,789,284

受取寄付金 25,770,000 0 25,770,000 0 25,770,000

雑収益 31,705 2,599,240 2,630,945 1,468,863 4,099,808

他会計からの繰入額 5,123,502 0 △ 5,123,502 0 0 0

経常収益計 38,319,891 13,994,092 △ 5,123,502 47,190,481 422,764,237 469,954,718

(2)経常費用

事業費 0 0 0 440,982,493 440,982,493

管理費 6,954,694 8,618,112 15,572,806 0 15,572,806

他会計への繰出額 0 5,123,502 △ 5,123,502 0 0 0

経常費用計 6,954,694 13,741,614 △ 5,123,502 15,572,806 440,982,493 456,555,299

当期経常増減額 31,365,197 252,478 0 31,617,675 △ 18,218,256 13,399,419

　２．経常外増減の部

(1)経常外収益

特定資産取崩収益 18,218,256 18,218,256

その他の固定資産受贈益 18,326,000 0 18,326,000 18,326,000

経常外収益計 18,326,000 0 0 18,326,000 18,218,256 36,544,256

(2)経常外費用

経常外費用計 0 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 18,326,000 0 0 18,326,000 18,218,256 36,544,256

当期一般正味財産増減額 49,691,197 252,478 0 49,943,675 0 49,943,675

一般正味財産期首残高 16,052,925 1,246,761 0 17,299,686 7,885 17,307,571

一般正味財産期末残高 65,744,122 1,499,239 0 67,243,361 7,885 67,251,246

Ⅱ　指定正味財産増減の部

受取寄付金 0 0 0 0 0

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 78,000,000 0 0 78,000,000 0 78,000,000

指定正味財産期末残高 78,000,000 0 0 78,000,000 0 78,000,000

Ⅲ　正味財産期末残高 143,744,122 1,499,239 0 145,243,361 7,885 145,251,246

２．正味財産増減計算書
平成21年４月１日から平成22年３月31日

科　　　　　目
特別会計-神奈川近
代文学館指定管理事

業
合　　計財団本部合計

財団本部



総括表 （単位：円）

非収益事業 収益事業

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

現金預金 4,574,383 4,574,383 41,983,684 46,558,067

前払金 60,284 60,284 296,210 356,494

有価証券 199,393 199,393 0 199,393

前渡金 0 0 0 0

立替金 453,880 453,880 0 453,880

商品 0 993,167 993,167 0 993,167

貯蔵品 0 506,072 506,072 0 506,072

流動資産合計 5,287,940 1,499,239 6,787,179 42,279,894 49,067,073

　２．固定資産

基本財産 109,955,217 109,955,217 0 109,955,217

特定資産 89,741,086 89,741,086 41,836,921 131,578,007

その他の固定資産 18,326,000 18,326,000 18,326,000

固定資産合計 218,022,303 0 218,022,303 41,836,921 259,859,224

　　資　産　合　計　 223,310,243 1,499,239 224,809,482 84,116,815 308,926,297

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

未払金 2,531,603 2,531,603 38,782,311 41,313,914

前受金 1,798,760 1,798,760 634,480 2,433,240

預り金 910,658 910,658 2,855,218 3,765,876

流動負債合計 5,241,021 0 5,241,021 42,272,009 47,513,030

　２．固定負債

退職給付引当金 74,325,100 74,325,100 41,836,921 116,162,021

固定負債合計 74,325,100 0 74,325,100 41,836,921 116,162,021

　　　負債合計 79,566,121 0 79,566,121 84,108,930 163,675,051

Ⅲ　正味財産の部

　１．指定正味財産

寄付金 78,000,000 78,000,000 0 78,000,000

指定正味財産合計 78,000,000 0 78,000,000 0 78,000,000

（うち基本財産への充当額） (78,000,000) (0) (78,000,000) (0) (78,000,000)

　１．一般正味財産

一般正味財産 65,744,122 1,499,239 67,243,361 7,885 67,251,246

一般正味財産合計 65,744,122 1,499,239 67,243,361 7,885 67,251,246

（うち基本財産への充当額） (31,955,217) (0) (31,955,217) (0) (31,955,217)

　　 （うち特定資産への充当額） (15,415,986) (0) (15,415,986) (0) (15,415,986)

正味財産合計 143,744,122 1,499,239 145,243,361 7,885 145,251,246

　　負債及び正味財産合計 223,310,243 1,499,239 224,809,482 84,116,815 308,926,297

３．貸　借　対　照　表
平成22年3月31日 現在

財団本部
財団本部合計科　　　　　　　目

特別会計-神奈川近
代文学館指定管理事

業
合　　計



総括表
摘　　　要

Ⅰ　資産の部
　１．流動資産

現金預金
小口現金 小口現金 180,200
普通預金 三菱東京UFJ銀行 横浜中央支店(指) 41,896,266

横浜銀行　県庁支店 1,544,427
三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本) 210,606
三菱東京UFJ銀行 横浜中央支店(本) 2,726,568

　　現金預金合計 46,558,067
前払金 期間建運送保険等 356,494
有価証券 みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券　横浜支店 48,310

大和証券　横浜支店 42,065
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券　横浜駅前支店 109,018

　　有価証券合計 199,393
前渡金 0
立替金 453,880
商品 993,167
貯蔵品 506,072

　　　　流動資産合計 49,067,073
　２．固定資産
　　(1)基本財産

定期預金 横浜銀行　県庁支店 1,000,000
三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本) 150,000

投資有価証券 神奈川県債 88,805,217
普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本) 20,000,000

　　　基本財産合計 109,955,217
　　(2)特定資産

退職給付引当資産
普通預金 三菱東京UFJ銀行 横浜中央支店(本) 4,252,788

三菱東京UFJ銀行 横浜中央支店(指定) 3,487,242
横浜銀行　県庁支店 7,248,633
三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本) 12,944,559

定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本) 30,850,000
三菱東京UFJ銀行 横浜中央支店(指定) 38,349,679

投資有価証券 神奈川県債 2,987,965
みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券　横浜支店 3,152,920
大和証券　横浜支店 2,876,200
日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券　横浜駅前支店 10,000,000

　　退職給付引当資産合計 116,149,986
広津基金引当資産

普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本) 9,558,061
横浜銀行　県庁支店 2,000,000

投資有価証券 野村證券MMF　川崎支店 3,869,960
　　広津基金合計 15,428,021

　　　特定資産合計 131,578,007
　　(3)その他の固定資産

著作権資産 中野孝次等著作権 18,326,000
　　その他の固定資産合計 18,326,000

　　　　固定資産合計 259,859,224

　　資　産　合　計　 308,926,297
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債

未払金 電気機械保守環境衛生委託料、清掃業務委
託料、展示映像機器賃借料、電算機器賃借
料 等

41,313,914

前受金 前受会費 等 2,433,240
預り金 　 3,765,876

　　　　流動負債合計 47,513,030
　２．固定負債

退職給付引当金 116,162,021

　　　　固定負債合計 116,162,021

　　負　債　合　計　 163,675,051

　　正　味　財　産　 145,251,246

科　　　目 金　　額

４．財　産　目　録
平成22年3月31日 現在



１　重要な会計方針
（１） 有価証券の評価基準及び評価方法について
      有価証券…総平均法による原価法を採用しています。

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

（３）著作権について

（４） 引当金の計上基準

（５） リース取引の処理方法

（６）消費税等の会計処理

２　基本財産、特定資産及びその他の固定資産の増減額及びその残高                　
基本財産、特定資産及びその他の固定資産の増減額及びその残高は次のとおりです。

 (単位 円)

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

1,150,000 0 0 1,150,000

12,000,000 20,000,000 12,000,000 20,000,000

76,815,117 18,990,100 7,000,000 88,805,217

89,965,117 38,990,100 19,000,000 109,955,217

115,979,860 18,388,382 18,218,256 116,149,986

4,055,431 11,372,590 0 15,428,021

120,035,291 29,760,972 18,218,256 131,578,007

0 18,326,000 0 18,326,000

0 18,326,000 0 18,326,000

210,000,408 87,077,072 37,218,256 259,859,224

３　基本財産、特定資産及びその他の固定資産の財源等の内訳                　

基本財産、特定資産及びその他の固定資産の財源等の内訳は次のとおりです。
 (単位 円)

1,150,000 1,150,000 0
20,000,000 0 20,000,000
88,805,217 76,850,000 11,955,217

109,955,217 78,000,000 31,955,217 0

116,149,986 116,149,986
15,428,021 15,415,986

131,578,007 0 15,415,986 116,149,986

18,326,000 18,326,000

18,326,000 0 18,326,000 0

259,859,224 78,000,000 65,697,203 116,149,986

５．財務諸表に対する注記

　　　商品・貯蔵品　先入先出法による低価法を採用しています。

　　　者別による一括評価方法を用いて、その他の固定資産として計上しています。

合　　計

退職給付引当資産
特定資産

広津基金引当資産

小　　計

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）

　　　当法人に寄贈された中野孝次氏等著作権については当法人の重要資産の一部として、著作

基本財産

科　　　目

その他の固定資産

著作権資産

小　　計

　　　自己都合による期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上しています。

特定資産

小　　計

退職給付引当資産

定期預金

　　　消費税等の会計処理は税込み方式によっています。

小　　計

広津基金引当資産

普通預金

投資有価証券

小　　計

その他の固定資産

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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っている。

　　　この変更による当期一般正味財産増減額に与える影響はない。

　　　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年3月30日 企業会計基準
　　　第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（同 適用指針第16号）が適用

　　　（会計方針の変更）

　　　引については､引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
　　　なお､リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取

　　　されることに伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。ただし

基本財産

投資有価証券

科　　　目

普通預金

著作権資産

定期預金

合　　計
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