
場所・物量等 使用目的等

  (流動資産)
現金預金 現金

   手元保管 運転資金として 413,354 710,334,070
普通預金

   みずほ銀行飯田橋支店 運転資金として 375,224,459
 埼玉りそな銀行所沢支店 運転資金として 276,445,718

     三井住友銀行飯田橋支店 運転資金として 52,535,613
 大和ﾈｸｽﾄ銀行ﾍﾞﾝﾃﾝ支店 運転資金として 1,479
振替口座

     ゆうちょ銀行 運転資金として 5,713,447
  売掛金 (株)KADOKAWA 出版事業の売掛金 27,885,983 54,673,624

著者他17件 出版事業の売掛金 26,787,641
  未収利息 埼玉りそな銀行他1件 有価証券利息ほか 52,298 52,298
  未収金 (株)角川ﾒﾃﾞｨｱﾊｳｽ 複合文化施設事業の未収金 26,713,151 84,482,867

GMOﾍﾟｲﾒﾝﾄｹﾞｰﾄｳｪｲ(株) 複合文化施設事業の未収金 24,531,100
(株)朝日新聞社 「ﾊﾞﾁｶﾝと日本100年ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」の未収金 11,617,650
(株)KADOKAWA 複合文化施設事業等の未収金 6,123,033
長崎県 「東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ聖火ﾘﾚｰ」の未収金 2,805,000
三菱UFJﾆｺｽ(株)他20件 複合文化施設事業等の未収金ほか 12,692,933

棚卸資産 商品 販売用商品の在庫 21,383,220 49,586,697
  書籍 販売用出版物の在庫 18,098,634

原材料 飲食店食材の在庫 3,560,147
仕掛ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 仕掛中のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業費 6,544,696

立替金 武蔵野回廊実行委員会他1件 資金の立替金拠出ほか 10,132,992 10,132,992
前払費用 (株)KADOKAWA他11件 複合文化施設の土地賃料ほか 11,720,369 11,720,369
未収消費税等 消費税の還付金 4,621,096 4,621,096

925,604,013

  (固定資産)
    基本財産
  有価証券 埼玉りそな銀行 運用益を管理費の財源として使用 500,000,000 923,663,426
  定期預金 みずほ銀行飯田橋支店 管理運営用の財産として管理 423,663,426
    特定資産

複合文化施設事業引当資産 普通預金 複合文化施設事業の財源として使用
 みずほ銀行飯田橋支店 1,207,514,206 10,257,232,648

建物（角川武蔵野ﾐｭｰｼﾞｱﾑ） 複合文化施設事業の用に供している
 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 7,113,787,365

建物附属設備（角川武蔵野ﾐｭｰｼﾞｱﾑ） 複合文化施設事業の用に供している
 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 1,935,931,077

助成事業引当資産 普通預金
   みずほ銀行飯田橋支店 顕彰助成振興事業の財源として使用 56,942,348 56,942,348
  退職給付引当資産 普通預金

 三井住友銀行飯田橋支店 従業員の退職金給付引当金見合資産 21,834,194 21,834,194

    その他固定資産
  建物 本社　 自己所有の建物で収益事業の用に供している 527,561,520 7,137,548,068

東京都千代田区富士見1-12-15

角川武蔵野ﾐｭｰｼﾞｱﾑ　12871.11㎡ 自己所有の建物で共有財産であり、うち66.8％は 5,778,627,253
埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 公益目的保有財産として複合文化施設事業と顕彰

助成振興事業の用に供し、33.1％は収益事業、
0.1％は管理運営の用に供している

武蔵野坐令和神社 一部自己所有の建物で収益事業の用に供している 108,505,732
埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3

武蔵野樹林ﾊﾟｰｸ 自己所有の建物で収益事業の用に供している 16,749,927
物販店及びﾁｹｯﾄｶｳﾝﾀｰ　335.19㎡
埼玉県所沢市東所沢和田3-9

ところざわｻｸﾗﾀｳﾝ 一部自己所有の建物で共有財産であり、うち 706,103,636
埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11 66.8％は公益目的保有財産として複合文化施設

事業と顕彰助成振興事業の用に供し、33.1％は
収益事業、0.1％は管理運営の用に供している

  建物附属設備 本社 収益事業の用に供している 45,910,568 1,047,486,349
東京都千代田区富士見1-12-15

角川武蔵野ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 共有財産であり、うち66.8％は公益目的保有財産 343,078,701
埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 として複合文化施設事業と顕彰助成振興事業の用

に供し、33.1％は収益事業、0.1％は管理運営の
用に供している

武蔵野坐令和神社 収益事業の用に供している 42,132,532
埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3

ところざわｻｸﾗﾀｳﾝ 共有財産であり、うち66.8％は公益目的保有財産 616,364,548
埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11 として複合文化施設事業と顕彰助成振興事業の用

に供し、33.1％は収益事業、0.1％は管理運営の
用に供している

構築物 本社 収益事業の用に供している 561,144 211,474,754
東京都千代田区富士見1-12-15

角川武蔵野ﾐｭｰｼﾞｱﾑ 公益事業の用に供している 26,730,387
埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3

武蔵野樹林ﾊﾟｰｸ　 収益事業の用に供している 132,340,234
埼玉県所沢市東所沢和田3-9

ところざわｻｸﾗﾀｳﾝ 共有財産であり、うち66.8％は公益目的保有財産 51,842,989
埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11 として複合文化施設事業と顕彰助成振興事業の用

に供し、33.1％は収益事業、0.1％は管理運営の
用に供している

車両運搬具 高所作業車 公益事業の用に供している 2,144,150 2,144,150

財産目録
令和 4年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目 金        額

   流動資産合計
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場所・物量等 使用目的等

財産目録
令和 4年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目 金        額

    器具備品 東京都千代田区富士見1-12-15
ﾈｯﾄﾜｰｸ配線工事他2件 収益事業の用に供している 294,301 1,233,402,962
埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11 共有財産であり、うち91.6％は公益目的保有財産 316,217,095
備品 として複合文化施設事業と顕彰助成振興事業の用

に供し、8.4％は収益事業の用に供している
    絵画骨董他247点 公益目的保有財産 916,891,566

  土地 本社　851.86㎡ 自己所有の土地で収益事業の用に供している 1,105,000,000 1,105,000,000
東京都千代田区富士見1-12-15

リース資産 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3 公益目的保有財産 4,275,040 4,275,040

水道施設利用権 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11 共有財産であり、うち66.8％は公益目的保有財産 14,754,897 14,754,897
として複合文化施設事業と顕彰助成振興事業の用
に供し、33.1％は収益事業、0.1％は管理運営の
用に供している

商標権 公益目的保有財産 1,075,059 1,075,059
  電話加入権 1回線 管理運営の用に供している 48,000 48,000

ソフトウェア ﾁｹｯﾄ販売ｼｽﾃﾑ他50件 共有財産であり、うち86.8％は公益目的保有財産 121,040,551 121,040,551
として複合文化施設事業と顕彰助成振興事業の用
に供し、13.2％は収益事業の用に供している

  保証金 東京四社営業委員会 管理運営の用に供している 200,000 200,000
  投資有価証券 日活(株)他2社 運用益を管理費の財源として使用 247,951,500 247,951,500
  関連会社株式 (株)ｷｯｽﾞﾈｯﾄ他7社 運用益を管理費の財源として使用 55,322,000 55,322,000

長期未収金 出版事業長期未収金 2,484,000 2,484,000
長期前払費用 武蔵野樹林ﾊﾟｰｸ譲渡費用ほか 共有財産であり、うち3.5％は公益目的保有財産 53,772,712 53,772,712

として複合文化施設事業と顕彰助成振興事業の用
に供し、84.6％は収益事業、11.9％は管理運営の
用に供している

貸倒引当金 出版事業長期未収金に対する引当金 -2,484,000 -2,484,000

22,495,168,658

23,420,772,671

  (流動負債)
リース債務 三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｰｽ(株) 複合文化施設事業等の備品関連 916,080 916,080
未払金 鹿島建設(株) 複合文化施設工事費等 300,000,000 491,794,239

(株)KADOKAWA 複合文化施設事業費等 32,825,629
(株)角川ﾒﾃﾞｨｱﾊｳｽ 複合文化施設事業委託費 65,296,778
(株)東北新社 映像制作費 17,653,035
(株)CHAMELEON 映像制作費 9,911,000
業務委託者ほか 委託料未払金ほか 66,107,797

  前受金 応募者 角川全国俳句短歌大賞の投稿料 18,369,513 86,083,060
(株)KADOKAWA他18件 賃料、協賛金ほか 67,713,547

    預り金 (株)KADOKAWA 複合文化施設事業売上 18,330,540 22,824,876
    従業員等 令和4年3月源泉所得税 2,263,118

従業員 令和4年3月住民税ほか 1,875,651
著者等 印税ほか 355,567

  賞与引当金 従業員に対するもの 従業員の賞与引当金 8,359,876 8,359,876
  返品引当金 出版物の返品に備えたもの 4,092,790 4,092,790

未払法人税等 未払法人税 140,000 140,000

614,210,921

  (固定負債)
リース債務 三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｰｽ(株) 複合文化施設事業等の備品関連 3,358,960 3,358,960
資産除去債務 埼玉県所沢市東所沢和田3-31-3及び11 複合文化施設の定期借地契約満了時の現状復帰費 3,486,129,670 3,486,129,670

用見積り
  退職給付引当金 従業員に対するもの 従業員の退職給付引当金 21,834,194 21,834,194
  受入保証金 (株)KADOKAWA他4件 敷金 2,925,480 2,925,480

3,514,248,304

4,128,459,225

19,292,313,446     正味財産

     資産合計

   固定資産合計

   流動負債合計

   固定負債合計

     負債合計
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