
(単位：円)
場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産）

現金 手元保管 運転資金として 0

合計 0

預金 普通預金

岩手銀行本店 本部運転資金として 5,878,104

岩手銀行県庁支店 〃 33,233,644

岩手銀行本宮支店 〃 491,955

東北銀行本店 〃 244,480

岩手銀行花巻支店 〃 34,777

花巻信用金庫本店 〃 24,086

岩手銀行本店 盛岡支部運転資金として 1,287,855

岩手銀行大通支店 〃 1,793,863

北日本銀行本店 〃 470,742

岩手銀行宮古中央支店 宮古支部運転資金として 2,745,737

東北銀行宮古支店 〃 1,003,125

北日本銀行宮古支店 〃 726,841

宮古信用金庫駅前支店 〃 276,353

岩手銀行釜石支店 釜石支部運転資金として 1,614,339

岩手銀行中妻支店 〃 2,284,761

岩手銀行はまゆり支店 〃 417,129

東北銀行釜石支店 〃 3,016

北日本銀行釜石支店 〃 2,977

岩手銀行花巻支店 花巻支部運転資金として 4,607,233

岩手銀行花巻西支店 〃 817,330

岩手銀行北上支店 〃 21,731

岩手銀行水沢支店 〃 3,200

岩手銀行江刺支店 〃 16,995

東北銀行花巻支店 〃 568

北日本銀行花巻支店 〃 13,685

花巻信用金庫本店 〃 711,732

岩手銀行一関支店 一関支部運転資金として 2,932,752

岩手銀行一関支店 〃 403,981

一関信用金庫駅前支店 〃 1,936,836

一関信用金庫駅前支店 〃 871,222

岩手銀行大船渡支店 大船渡支部運転資金として 3,833,486

東北銀行大船渡支店 〃 77,836

北日本銀行大船渡支店 〃 322,775

岩手銀行二戸支店 二戸支部運転資金として 3,566,975

小計 72,672,121

郵便貯金

盛岡内丸郵便局 本部運転資金として 2,051,573

盛岡内丸郵便局 盛岡支部運転資金として 363,476

宮古小山田郵便局 宮古支部運転資金として 262,764

釜石浜町郵便局 釜石支部運転資金として 56,238

小計 2,734,051

振替貯金

ゆうちょ銀行 盛岡支部運転資金として 670,518

ゆうちょ銀行 宮古支部運転資金として 116,153

ゆうちょ銀行 釜石支部運転資金として 4,315

ゆうちょ銀行 花巻支部運転資金として 164,075

ゆうちょ銀行 二戸支部運転資金として 797,054

小計 1,752,115

合計 77,158,287

未収金 健診料未収金 盛岡支部19事業場 1,115,804

釜石支部22事業場 980,007

花巻支部14事業場 717,820

一関支部6事業場 184,040

大船渡支部21事業場 1,475,910

合計 4,473,581

前払金 講習会会場使用料 二戸支部久慈市文化会館 21,900

合計 21,900

立替金 損害賠償保険料 24年度講習会概算保険料 151,610

合計 151,610

81,805,378

（固定資産）

基本財産 投資有価証券 第306回利付国債 10年 10,000,000
野村証券盛岡支店

うち、公益目的保有財産額              100％　10,000,000円

合計 10,000,000

10,000,000

貸借対照表科目

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用し
ている

基本財産合計

財　　産　　目　　録
平成25年3月31日現在

流動資産合計



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

特定資産 退職給付引当資産 決済用普通預金 1,789,827
東北銀行本店

うち、公益目的保有財産額              59.9％　1,072,106円
合計 1,789,827

本部・盛岡支部資産取得積立資産 定期預金
岩手銀行本宮支店 10,000,000

本部・盛岡支部土地購入のための資金として
うち、公益目的保有財産額                70％　7,000,000円

合計 10,000,000
花巻支部資産取得積立資産 定期預金

岩手銀行花巻支店 20,000,000
花巻信用金庫本店 18,000,000
岩手銀行本店 花巻支部施設建設のための資金として 4,447,219

うち、公益目的保有財産額               70％　29,713,053円
合計 42,447,219

花巻支部資産取得積立資産(追加) 定期預金
岩手銀行本宮支店 22,652,000
岩手銀行本店 花巻支部施設建設のための追加資金として 10,000,000

うち、公益目的保有財産額               70％　22,856,400円
合計 32,652,000

修繕費用積立資産 岩手銀行本店 支部の建物等の修繕のための積立資産として管理されている預金 1,052,900

合計 1,052,900
自動車取得積立資産 岩手銀行本店 本部・支部の自動車購入のための積立資産として管理されている

預金
334,850

合計 334,850
88,276,796

その他
   固定資産

土地 宮古支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用
している

14,370,606

うち、公益目的保有財産額                50％　7,185,303円

土地 5,000.93㎡
花巻市空港南2丁目19

花巻支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用
する為、購入する

40,007,440

うち、公益目的保有財産額               70％　28,005,208円

土地 252.05㎡
一関市台町17番14

一関支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用
している

13,237,570

うち、公益目的保有財産額                30％　3,971,271円

土地 263.34㎡
大船渡市大船渡町字欠の下向1
番16

大船渡支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使
用していたが、現在津波により更地

2,119,780

うち、公益目的保有財産額                  35％　741,923円

土地 二戸市福岡字八幡下10番4号 岩手労働局へ賃貸している 56,000
小計 公益目的保有財産計　　　39,903,705円 69,791,396

建物 765.16㎡
盛岡市北飯岡1丁目10番25号

本部・盛岡支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設
に使用している

128,021,878

2階建 1階部分：事務所(公益・収益・管理事業に使用)実技棟（公益事
業に使用）

2階部分：講習会事業及び健診事業に使用している
うち、公益目的保有部分                 70％　89,615,315円

建物 351.10㎡
宮古市小山田4丁目19番18号

宮古支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用
している

12,801,855

2階建 1階部分：事務所(公益・収益・管理事業に使用)
2階部分：講習会事業及び健診事業に使用している

うち、公益目的保有部分                  50％　6,400,925円

建物 釜石市上中島町3-2-12新日鉄釜
石健康ｾﾝﾀｰ2F

釜石支部の仮事務所間仕切工事 148,258

うち、公益目的保有部分                     55％　81,542円

建物 118.00㎡
花巻市材木町2番23号

花巻支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用
している

1,622,371

1階建 うち、公益目的保有部分                    30％　486,712円

建物 432.00㎡
花巻市空港南2丁目19

花巻支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用
する建物の一部完成（講習会実技棟）

41,865,722

うち、公益目的保有部分                 70％　29,306,005円

建物 169.14㎡
一関市台町17番地14

一関支部の事務所兼講習会事業及び健診事業等の共有施設に使用
している

25,342,959

2階建 1階部分：駐車場・玄関に使用している

2階部分：事務所(公益・収益・管理事業に使用)

うち、公益目的保有部分                  30％　7,602,887円

建物 大船渡市盛町字東町10-3岩手開
発鉄道㈱2F

岩手開発鉄道㈱内、大船渡支部事務所部分改修 108,702

うち、公益目的保有部分                     35％　38,045円
小計 公益目的保有財産計　　　133,531,431円 209,911,745

495.90㎡
宮古市小山田4丁目19番18号

職員の期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上し
ている

本部・盛岡支部の合同施設土地購入のための積立資産であり、資
産取得資金として管理されている預金

花巻支部の施設建設のための積立資産であり、資産取得資金とし
て管理されている預金

花巻支部の施設建設のための追加積立資産であり、資産取得資金
として管理されている預金

特定資産合計



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

車両運搬具 盛岡市北飯岡1丁目10番25号 盛岡支部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 1
1台 うち、公益目的保有部分                          72％　1円

車両運搬具 宮古市小山田4丁目19番18号 宮古支部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 43,648

1台 うち、公益目的保有部分                     72％　31,427円

車両運搬具 花巻市材木町2番23号 花巻支部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 933,974

2台 うち、公益目的保有部分                    72％　672,462円

車両運搬具 一関市台町88番23号 一関支部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 984,523

1台 うち、公益目的保有部分                    72％　708,857円

車両運搬具 二戸市石切所字荷渡21番6号 二戸支部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 48,399

1台 うち、公益目的保有部分                     72％　34,847円

小計 公益目的保有財産計　72％　1,447,594円 2,010,545

什器備品 盛岡市北飯岡 1丁目 10番 25号
5点

本部で使用している「公益法人会計用ハードウェア一式」等の共
有財産

897,711

うち、公益目的保有部分                    55％　493,741円

什器備品 盛岡市北飯岡 1丁目 10番 25号
3点

盛岡支部で講習会事業等に使用している「携帯用ビデオデッキ」
等の共有財産

8

うち、公益目的保有部分                       55％　　4円

什器備品 宮古市小山田4丁目19番18号 宮古支部で講習会事業等に使用している「パソコン」等の共有財
産

13,348

4点 うち、公益目的保有部分                     55％　7,341円

什器備品 花巻市材木町2番23号 花巻支部で講習会事業等に使用している「印刷機」等の共有財産 37,749

11点 うち、公益目的保有部分                     55％　20,762円

什器備品 一関市台町17番14号 一関支部で講習会事業等に使用している「電話機器」の共有財産 715,131

2点 うち、公益目的保有部分                    55％　393,323円

什器備品 大船渡市盛町字東町10-3岩手開
発鉄道㈱2F

大船渡支部で講習会事業等に使用している「携帯用ビデオデッ
キ」等の共有財産

197,925

1点 うち、公益目的保有部分                55％　　  108,859円

小計 公益目的保有財産計　55％　 1,024,030円 1,861,872

保証金 盛岡市北飯岡1丁目10番25号 本部・盛岡支部事務所及び研修ｾﾝﾀｰの土地借用に係る保証金 6,267,816

うち、公益目的保有部分                70％　 4,387,471円

小計 公益目的保有財産計　70％　 4,387,471円 6,267,816

投資有価証券 盛岡市北飯岡1丁目10番25号 本部で所有している基本財産(国債)購入時の単価オーバー分で、
全額公益目的保有分

83,900

小計 公益目的保有財産計　100％　　83,900円 83,900

ソフトウェア 盛岡市北飯岡1丁目10番25号 本部で公益法人用ソフトウェア一式として使用している管理業務
分

633,150

小計 633,150

長期前払費用 盛岡市北飯岡1丁目10番25号 本部建物水道加入負担金の前払費用で使用割合に準じる 568,400

うち、公益目的保有部分                   70％  397,880円

二戸市石切所字荷渡21番6号 二戸支部車両運搬具リサイクル券の前払費用で使用割合に準じる 12,340

うち、公益目的保有部分                    72％   8,885円

小計 公益目的保有財産計　　　　406,765円 580,740

291,141,164

固定資産合計 389,417,960

資産合計 471,223,338

その他固定資産合計

　　うち、公益目的保有部分計　251,426,455円



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

(流動負債） 未払金 健診料未払金 盛岡支部30事業場 1,345,066

釜石支部24事業場 945,467

花巻支部15事業場 723,382

一関支部5事業場 149,768

大船渡支部21事業場 1,287,884

小計 4,451,567

社会保険料未払金 本部社会保険料 460,159

盛岡支部社会保険料 399,963

宮古支部社会保険料 195,142

釜石支部社会保険料 229,228

花巻支部社会保険料 508,962

一関支部社会保険料 393,186

大船渡支部社会保険料 225,051

二戸支部社会保険料 217,807

小計 2,629,498

合計 7,081,065

前受金 本部 1,337,070

盛岡支部 2,838,010

宮古支部 1,994,995

釜石支部 797,525

花巻支部 2,312,020

一関支部 2,668,455

大船渡支部 962,700

二戸支部 786,625

小計 13,697,400

会費前受金 釜石支部2事業場 12,000

一関支部4事業場 35,000

二戸支部1事業場 8,000

小計 55,000

用品代前受金 一関支部安全衛生図書年間購読料 6,360

小計 6,360

合計 13,758,760

預り金 雇用保険料 本部 62,989

盛岡支部 76,286

宮古支部 42,182

釜石支部 40,732

花巻支部 67,683

一関支部 77,014

大船渡支部 44,684

二戸支部 16,702

合計 428,272

21,268,097

退職給付引当金 職員退職金 職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの 1,789,827

1,789,827

負債合計 23,057,924

正味財産 448,165,414

固定負債合計

講習会受講料
４月以降講習会の受講料預り分

流動負債合計


