
(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 1,731,601
岩手銀行県庁支店 〃 25,527,790
岩手銀行本宮支店 〃 482,182
東北銀行本店 〃 592,234
岩手銀行花巻支店 〃 0
花巻信用金庫本店 〃 0
岩手銀行本店 盛岡支部運転資金として 5,257,116
岩手銀行大通支店 〃 2,571,437
北日本銀行本店 〃 118,302
岩手銀行宮古中央支店 宮古支部運転資金として 2,321,660
東北銀行宮古支店 〃 1,250,083
北日本銀行宮古支店 〃 691,474
宮古信用金庫駅前支店 〃 374,554
岩手銀行釜石支店 釜石支部運転資金として 2,336,953
岩手銀行中妻支店 〃 1,092,249
岩手銀行はまゆり支店 〃 666,252
東北銀行釜石支店 〃 18,810
北日本銀行釜石支店 〃 2,438
岩手銀行花巻支店 花巻支部運転資金として 3,610,255
岩手銀行花巻西支店 〃 749,333
岩手銀行北上支店 〃 324,108
岩手銀行水沢支店 〃 191,357
岩手銀行江刺支店 〃 20,314
東北銀行花巻支店 〃 5,604
北日本銀行花巻支店 〃 161,821
花巻信用金庫本店 〃 317,174
岩手銀行一関支店 一関支部運転資金として 1,749,659
岩手銀行一関支店 〃 935,616
一関信用金庫駅前支店 〃 1,678,951
一関信用金庫駅前支店 〃 3,288,997
岩手銀行大船渡支店 大船渡支部運転資金として 3,381,984
東北銀行大船渡支店 〃 169,957
北日本銀行大船渡支店 〃 960,159
岩手銀行二戸支店 二戸支部運転資金として 3,839,911
小計 66,420,335
郵便貯金
盛岡本宮郵便局 本部運転資金として 4,378,047
盛岡本宮郵便局 盛岡支部運転資金として 577,746
宮古小山田郵便局 宮古支部運転資金として 890,785
釜石鈴子郵便局 釜石支部運転資金として 56,849
小計 5,903,427
振替貯金
ゆうちょ銀行 盛岡支部運転資金として 889,872
ゆうちょ銀行 宮古支部運転資金として 55,793
ゆうちょ銀行 釜石支部運転資金として 0
ゆうちょ銀行 花巻支部運転資金として 128,422
ゆうちょ銀行 二戸支部運転資金として 42,216
小計 1,116,303
合計 73,440,065

未収金 健診料未収金 盛岡支部47事業場 4,901,701
宮古支部1事業場 71,085
釜石支部28事業場 2,857,366
花巻支部53事業場 3,433,306
一関支部10事業場 1,691,014
大船渡支部43事業場 2,458,102

小計 15,412,574
用品等未収金 盛岡支部安全衛生図書年間購読料 49,540

宮古支部安全衛生図書年間購読料 58,275
花巻支部安全衛生図書年間購読料 32,565

小計 140,380
手数料収入未収金 本部自動販売機販売手数料 15,275

花巻支部自動販売機販売手数料 1,634
小計 16,909
労働保険事務組合収益未
収金

一関支部労働保険事務組合成功報酬 14,700
土地賃借料 二戸労働基準監督署敷地賃借料 113,786
合計 15,698,349

財　　産　　目　　録
平成26年3月31日現在

貸借対照表科目



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目
前払金 用品等前払金 盛岡支部安全衛生図書年間購読料 34,332

釜石支部安全衛生図書年間購読料 26,813
花巻支部安全衛生図書年間購読料 15,210
一関支部安全衛生図書年間購読料 26,837
大船渡支部安全衛生図書年間購読料 5,926

小計 109,118
用品レンタル料 一関支部用品レンタル料 56,290
事務所警備料 盛岡支部事務所警備料 15,120
講習会会場使用料 二戸支部久慈市文化会館 10,300
合計 190,828

立替金 損害賠償保険料 26年度講習会概算保険料 130,010
合計 130,010

貯蔵品 講習会テキスト 次年度講習使用分テキスト 43,680
合計 43,680

流動資産合
計

89,502,932
(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

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
定期預金
岩手銀行本宮支店 22,857,000

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％　15,999,900円

合計 22,857,000
定期預金
岩手銀行本宮支店

1,296,000

うち、公益目的保有財産額           55％　712,800円
合計 1,296,000
定期預金
岩手銀行本宮支店

1,944,000

うち、公益目的保有財産額        100％　1,944,000円
合計 1,944,000
定期預金
岩手銀行本宮支店 1,851,000

うち、公益目的保有財産額         70％　1,295,700円
合計 1,851,000

修繕費用積立資産 岩手銀行本店 本部・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
31,125,577

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 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

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 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

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

123,418,159

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％　86,392,712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

11,162,613

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％　5,581,304円

建物 釜石支部の仮事務所間仕切工事 136,862

うち、公益目的保有部分              55％　75,274円

建物 718.27㎡
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
設に使用している

117,474,405

1階建 うち、公益目的保有部分          70％　82,108,133円

本部・盛岡支部資産取得積
立資産

その他
   固定資産

特定資産合計
495.90㎡
宮古市小山田4丁目19番18
号

本部・盛岡支部電話交換機
資産取得積立資産

本部・盛岡支部の業務システム機能の維持・構築を図る
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

本部講習台帳システム資産
取得積立資産

講習修了者台帳の管理と蓄積されるデータの保守管理シ
ステム構築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

本部・盛岡支部周囲柵フェ
ンス資産取得積立資産

本部・盛岡支部の施設周囲柵フェンス建設のための積立
資産であり、資産取得資金として管理されている預金

5,000.93㎡
花巻市空港南2丁目19

263.34㎡
大船渡市大船渡町字欠の
下向1番16

釜石市上中島町3-2-12新
日鉄住金健康ｾﾝﾀｰ2F

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

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

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



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目
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

26,912,057

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％　  8,073,616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 95,787

うち、公益目的保有部分           35％  　33,525円
小計 公益目的保有財産計　　　182,264,564円 279,199,883

車両運搬具 盛岡市北飯岡1丁目10番25
号

本部用営業車両で講習会事業等に使用している共有財産 1,523,129
1台 うち、公益目的保有部分          72％　1,096,653円

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 1,600,979

1台 うち、公益目的保有部分         72％　1,152,705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

29,100

1台 うち、公益目的保有部分            72％　20,952円

車両運搬具 花巻市空港南2丁目19 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

612,436

2台 うち、公益目的保有部分           72％　440,955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

613,662

1台 うち、公益目的保有部分           72％　441,837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

1

1台 うち、公益目的保有部分                 72％　1円
小計 公益目的保有財産計　72％　3,153,103円 4,379,307

什器備品 盛岡市北飯岡1丁目10番25
号

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

734,288

7点 うち、公益目的保有部分           55％　403,858円

什器備品 盛岡市北飯岡1丁目10番25
号

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

128,313

4点 うち、公益目的保有部分           55％　70,573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

365,220

6点 うち、公益目的保有部分           55％　200,871円

什器備品 花巻市空港南2丁目19 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

30,196

11点 うち、公益目的保有部分            55％　16,608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」等
の共有財産

565,523

2点 うち、公益目的保有部分           55％　311,037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「プロジェク
ター」の共有財産

156,975

1点 うち、公益目的保有部分           55％   86,336円
什器備品 二戸市石切所字荷渡21番6

号
二戸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

232,646

2点 うち、公益目的保有部           55％　　127,955円

小計 公益目的保有財産計　55％　 1,217,238円 2,213,161
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
本部で使用している技能講習修了証システムで全額公益
目的保有分

1,237,600

小計 公益目的保有財産計     100％　 1,237,600円 1,237,600
長期前払費用 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 525,770

うち、公益目的保有部分           70％   368,039円

盛岡市北飯岡1丁目10番25
号

本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

8,510

うち、公益目的保有部分             72％   6,127円

盛岡市北飯岡1丁目10番25
号

盛岡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

10,350

うち、公益目的保有部分             72％   7,452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　　　　390,503円 556,970

363,730,033

固定資産合計 404,855,610

資産合計 494,358,542

盛岡市北飯岡1丁目10番25
号

その他固定資産合計

　　うち、公益目的保有部分計　263,662,590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71事業場 5,865,113

宮古支部4事業場 208,362

釜石支部31事業場 2,631,009

花巻支部55事業場 3,271,888

一関支部17事業場 3,152,948

大船渡支部44事業場 2,168,265

小計 17,297,585

用品代未払金 宮古支部安全衛生図書年間購読料 46,656

花巻支部安全衛生図書年間購読料 25,409

小計 72,065

通信運搬費等未払金 本部通信運搬費等年度末処理分 287,017

盛岡支部通信運搬費等年度末処理分 696,998

宮古支部通信運搬費等年度末処理分 124,011

釜石支部通信運搬費等年度末処理分 116,935

花巻支部通信運搬費等年度末処理分 244,466

一関支部通信運搬費等年度末処理分 200,494

大船渡支部通信運搬費等年度末処理分 91,073

二戸支部通信運搬費等年度末処理分 84,198

小計 1,845,192

合計 19,214,842

前受金 本部 999,108

盛岡支部 2,820,904

宮古支部 2,260,595

釜石支部 829,017

花巻支部 2,065,535

一関支部 2,055,176

大船渡支部 500,590

二戸支部 587,090

小計 12,118,015

会費前受金 盛岡支部6事業場 55,000

花巻支部1事業場 9,000

一関支部2事業場 19,000

二戸支部2事業場 16,000

小計 99,000

用品代前受金 盛岡支部安全衛生図書年間購読料 42,917

釜石支部安全衛生図書年間購読料 33,517

一関支部安全衛生図書年間購読料 10,822

大船渡支部安全衛生図書年間購読料 40,608

小計 127,864

広報誌購読料前受金 本部次年度広報誌購読料 1,920

合計 12,346,799

預り金 雇用保険料 本部 80,308

盛岡支部 83,783

宮古支部 44,466

釜石支部 39,303

花巻支部 67,988

一関支部 75,811

大船渡支部 43,111

二戸支部 16,344

合計 451,114

32,012,755

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 33,802,582

正味財産 460,555,960

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


