
単位：円

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　　額

（流動資産）

　　　普通預金 みずほ・新宿中央支店 運転資金として 5,469

みずほ・虎ノ門支店 運転資金として 24,619,096

三井住友・所沢支店 運転資金として 74,811

三菱ＵＦＪ・所沢支店 運転資金として 17,467

三菱ＵＦＪ・虎ノ門支店 運転資金として 21,303

中央労働金庫・田町支店 運転資金として 12,655,625

(外貨)三菱ＵＦＪ・虎ノ門支店 運転資金として 229

＜普通預金計＞ 37,394,000

　　　短期一律貸付金 エクステ東松戸他7団地 公益目的事業の１年未満の一律融資貸付資産 75,972,297

　　　短期転貸貸付金 エクステ東松戸他４団地 公益目的事業の１年未満の転貸融資貸付資産 5,224,147

　　　未収入金・一律 大宮七里サンコーポ 公益目的事業の貸付滞納資産 3,912,404

　　　未収入金・転貸 大宮七里サンコーポ 公益目的事業の貸付滞納資産 1,122,104

　　　前払金 全専売会館他 公益目的事業他事業に使用している事務所の 516,165

４月分前払賃借料他

　　　立替金 大宮七里サンコーポ 所有権移転､抵当権抹消他報酬 408,544

　　　貸倒引当金 大宮七里サンコーポ 公益目的事業の貸付滞納資産の貸倒引当 △ 1,900,000

　　　　流動資産合計 122,649,661

（固定資産）

　(1) 基本財産

　　　定期預金 中央労働金庫・田町支店 基本財産引当資産で利息は管理費の財源 10,000,000

＜基本財産合計＞ 10,000,000

　(2) 特定資産

　　　退職給付引当資産 中央労働金庫田町支店・普通預金 職員退職給付引当金見合の引当資産として 23,994,800

管理している

　　　預り保証引当資産 三菱UFJMS証券・豪$建社債､野村證券・ 公益目的保有財産であり分譲住宅９団地の 15,105,000

豪＄建債券 債務者よりの割賦保証金としての預り金

SMBC日興証券・投信他､岡三証券・投信､ 収益事業として所有する店舗・事務所預り敷金 16,608,125

三菱UFJMS証券・豪$建社債他､野村證券・

豪$MMF他 ＜預り保証引当資産計＞ 31,713,125

＜特定資産合計＞ 55,707,925

　(3) その他固定資産

　　　土地 ・横浜市港北区新横浜3-12-4 当協会が建設分譲した共同住宅に所有する 84,390,000

・横浜市中区山下町58 店舗・事務所として賃貸している貸室の土地で 79,000,000

収益事業に使用している

＜土地計＞ 163,390,000

　　　建物 ・横浜市港北区新横浜3-12-4 当協会が建設分譲した共同住宅に所有する 107,725,264

・横浜市中区山下町58 店舗・事務所として賃貸している貸室で 77,387,500

収益事業に使用している

＜建物計＞ 185,112,764

　　　建物付属設備 港区芝5-26-30主たる事務所の （共用財産） 2,761

内部造作他 うち公益目的保有財産76％ (2,101)

うち公益目的保有財産以外24％ (660)

EX山下公園店舗シャッター 貸室賃貸の収益事業に使用している 1,645,400

＜建物付属設備計＞ 1,648,161

　　　什器備品 港区芝5-26-30主たる事務所の （共用財産） 28,662

什器備品 うち公益目的保有財産76％ (21,784)

うち公益目的保有財産以外24％ (6,878)

EX新横浜1､2階空調設備他 貸室賃貸の収益事業に使用している 4,464,046

＜什器備品計＞ 4,492,708

　　　電話加入権 03-5427-0617 （共用財産） 72,800

うち公益目的保有財産76％ (55,328)

うち公益目的保有財産以外24％ (17,472)

　　　ソフトウェア みずほ情報総研㈱割賦金管理システム稼働 公益目的事業としての割賦金管理システム稼働確認 765,334

確認他 及びソフトウェアライセンス

満喜(株)公益法人会計システム （共用財産） 927,500

うち公益目的保有財産76％ (704,900)

うち公益目的保有財産以外24％ (222,600)

＜ソフトウェア計＞ 1,692,834

　　　長期一律貸付金 エクステ東松戸他７団地 公益目的保有財産で１年以上の一律貸付資産 436,067,952

　　　長期転貸貸付金 エクステ東松戸他４団地 公益目的保有財産で１年以上の転貸貸付資産 22,029,508

　　　投資有価証券 三菱UFJMS証券・豪$建社債､野村證券・ 公益目的保有財産として保有し運用益を公益目的 24,252,900

豪＄建債券 事業の財源として使用(但し.特定資産を除く)

SMBC日興証券・投信他､岡三証券・投信､ 運用可能現金の運用益を収益事業・管理費の財源 206,635,942

三菱UFJMS証券・豪$建社債他､野村證券・ として使用(但し.特定資産は除く)

豪$MMF他､大和証券・投信 ＜投資有価証券計＞ 230,888,842

　　　出資金 中央労働金庫 同金庫の出資会員.年3％の配当は管理費の財源 3,500,000

　　　差入保証金 港区芝5-２６-３０主たる事務所の （共用財産） 1,642,373

敷金・宅建業保証金 うち公益目的保有財産76％ (1,340,775)

うち公益目的保有財産以外24％ (301,598)

八王子市松木13-11-12 収益事業としての駐車場長期借地の保証金 20,000,000

＜差入保証金計＞ 21,642,373

　　　長期前払金 全国勤労者福祉共済振興協会 事務所の法人火災共済保険料 1,750

＜その他固定資産合計＞ 1,070,539,692

　　　　固定資産合計 1,136,247,617

うち公益目的保有財産 500,345,582

うち公益目的保有財産以外の財産 635,902,035

　　　　資産合計 1,258,897,278

財　産　目　録
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単位：円

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　　額

（流動負債）

　　　短期一律借入金 エクステ東松戸他7団地 公益目的事業としての(独法)福祉医療機構から 75,972,297

の１年未満の一律融資借入金

　　　短期転貸借入金 エクステ東松戸他４団地 公益目的事業としての(独法)福祉医療機構から 5,224,147

の１年未満の転貸融資借入金

　　　前受金　　 エクステ新横浜・山下公園の店舗.事務所 収益事業としての４月分前受賃貸料等 3,570,759

　　　諸預り金 大宮七里サンコーポ他2団地 滞納返済差額(公益) 767,779

エクステ新横浜事務所 ４月分前受駐車料金(収益) 17,000

役職員他 源泉所得税等(法人) 292,941

＜諸預り金計＞ 1,077,720

　　　未払利息・一律 エクステ東松戸他７団地 (独法)福祉医療機構からの一律借入金期間差利息 583,368

　　　未払利息・転貸 エクステ東松戸他４団地 (独法)福祉医療機構からの転貸借入金期間差利息 29,752

　　　未払法人税等 70,000

　　　未払消費税等 1,412,400

　　　賞与引当金 職員 職員の賞与の引当金 1,381,289

　　　　流動負債合計 89,321,732

（固定負債）

　　　長期一律借入金 エクステ東松戸他７団地 公益目的事業としての(独法)福祉医療機構から 435,120,758

の１年以上の一律融資借入金

　　　長期転貸借入金 エクステ東松戸他４団地 公益目的事業としての(独法)福祉医療機構から 22,296,214

の１年以上の転貸融資借入金

　　　割賦･延払未実現利益 エクステ東松戸他7団地 公益目的事業としての各団地毎の事業利益の実現 80,241,982

部分を差し引いた未実現利益残高分

　　　預り保証金 大宮七里サンコーポ他８団地 公益目的事業の債務者よりの預り割賦保証金 15,105,000

エクステ新横浜・山下公園の店舗.事務所 収益事業としての預り敷金 16,608,125

＜預り保証金計＞ 31,713,125

　　　退職給付引当金 職員分 職員の退職給付金の引当 23,994,800

　　　役員退職慰労引当金 役員分 役員の退職慰労金の引当 8,107,700

　　　　固定負債合計 601,474,579

　　　　負債合計 690,796,311

　　　　正味財産 568,100,967


