
(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 25,183,084
岩手銀行県庁支店 〃 39,572,048
岩手銀行本宮支店 〃 476,245
東北銀行本店 〃 2,674,874
岩手銀行本店 盛岡支部運転資金として 3,361,586
岩手銀行大通支店 〃 1,975,548
北日本銀行本店 〃 551,182
岩手銀行宮古中央支店 宮古支部運転資金として 4,597,843
東北銀行宮古支店 〃 471,539
北日本銀行宮古支店 〃 260,083
宮古信用金庫駅前支店 〃 1,016,270
岩手銀行釜石支店 釜石支部運転資金として 883,829
岩手銀行中妻支店 〃 1,830,183
岩手銀行はまゆり支店 〃 896,803
東北銀行釜石支店 〃 5,871
北日本銀行釜石支店 〃 2,807
岩手銀行花巻支店 花巻支部運転資金として 4,222,915
岩手銀行花巻西支店 〃 1,320,476
岩手銀行北上支店 〃 652,799
岩手銀行水沢支店 〃 179,992
岩手銀行江刺支店 〃 227,201
東北銀行花巻支店 〃 100,587
北日本銀行花巻支店 〃 154,242
花巻信用金庫本店 〃 448,388
岩手銀行一関支店 一関支部運転資金として 2,746,718
岩手銀行一関支店 〃 633,133
一関信用金庫駅前支店 〃 2,048,087
一関信用金庫駅前支店 〃 830,662
岩手銀行大船渡支店 大船渡支部運転資金として 2,762,697
東北銀行大船渡支店 〃 201,477
北日本銀行大船渡支店 〃 1,611,850
岩手銀行二戸支店 二戸支部運転資金として 4,152,381
小計 106,053,400
郵便貯金
盛岡本宮郵便局 本部運転資金として 3,275,233
盛岡本宮郵便局 盛岡支部運転資金として 829,790
宮古小山田郵便局 宮古支部運転資金として 443,089
釜石鈴子郵便局 釜石支部運転資金として 7,626
小計 4,555,738
振替貯金
ゆうちょ銀行 盛岡支部運転資金として 360,642
ゆうちょ銀行 宮古支部運転資金として 222,766
ゆうちょ銀行 花巻支部運転資金として 90,656
ゆうちょ銀行 二戸支部運転資金として 82,000
小計 756,064
合計 111,365,202

未収金 健診料未収金 盛岡支部39事業場 4,622,217
釜石支部35事業場 3,961,538
花巻支部38事業場 4,939,760
一関支部12事業場 2,108,668
大船渡支部22事業場 1,442,516

小計 17,074,699
用品等未収金 盛岡支部安全衛生図書年間購読料 89,601

花巻支部安全衛生図書年間購読料 10,800
一関支部安全衛生図書販売費 3,888
大船渡支部安全衛生図書年間購読料 12,960

小計 117,249
手数料収入未収金 本部自動販売機販売手数料 24,065

花巻支部自動販売機販売手数料 8,814
小計 32,879
労保連未収金 盛岡支部労働保険調査説明費・成功報酬費 6,696
土地賃借料 二戸労働基準監督署敷地賃借料 101,638
合計 17,333,161

財　　産　　目　　録
平成28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 27,053

釜石支部安全衛生図書年間購読料 27,685
花巻支部安全衛生図書年間購読料 69,734
一関支部安全衛生図書年間購読料 30,258
大船渡支部安全衛生図書年間購読料 7,510
二戸支部安全衛生図書年間購読料 20,265

小計 182,505
事務所警備料 盛岡支部事務所警備料 15,120
合計 197,625

128,895,988
(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
岩手銀行本店 12,857,000
岩手銀行本宮支店 35,714,000

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％　33,999,700円

合計 48,571,000
定期預金
岩手銀行本店 8,964,000

うち、公益目的保有財産額         70％　6,274,800円
合計 8,964,000

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
60,712,577

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
岩手ニチレキ㈱へ一部賃貸している

2,119,780

うち、公益目的保有財産額           35％　741,923円

土地 170.88㎡
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

117,186,073

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％　82,030,250円

建物 351.10㎡
宮古市小山田2丁目9番5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

8,748,040

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％　4,374,017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

105,929,301

1階建 うち、公益目的保有部分          70％　74,033,515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

25,328,979

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％　  7,598,692円

建物 岩手開発鉄道㈱内、大船渡支部事務所部分改修 69,957

うち、公益目的保有部分           35％  　24,485円
小計 公益目的保有財産計　　　168,060,959円 257,262,350

その他
   固定資産

495.90㎡
宮古市小山田2丁目9番5号

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

大船渡市盛町字東町10-3
岩手開発鉄道㈱2F

特定資産合計

流動資産合計

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

本部・盛岡支部資産取得積
立資産

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

業務システム資産取得積立
資産

講習会・会員管理台帳・健康診断システムのための積立
資産であり、資産取得資金として管理されている預金



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
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 992,241

1台 うち、公益目的保有部分          72％　714,414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 979,807

1台 うち、公益目的保有部分          72％　705,461円

車両運搬具 宮古市小山田2丁9番5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

4

1台 うち、公益目的保有部分            72％　4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

2

2台 うち、公益目的保有部分           72％　2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

1

1台 うち、公益目的保有部分           72％　1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％1,419,883円 1,972,056

什器備品 盛岡市北飯岡1丁目10番25
号

本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

1,925,911

9点 うち、公益目的保有部分           55％　1,059,251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

590,226

5点 うち、公益目的保有部分           55％　324,624円

什器備品 宮古市小山田2丁目9番5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

184,751

6点 うち、公益目的保有部分           55％  101,613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

15,098

3点 うち、公益目的保有部分            55％　8,304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

270,534

2点 うち、公益目的保有部分            55％　148,794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

75,075

1点 うち、公益目的保有部分           55％   41,291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

111,266

2点 うち、公益目的保有部分           55％　　61,196円

小計 公益目的保有財産計　55％　1,745,073円 3,172,861
敷金 釜石市上中妻町2丁目7番

36号
釜石支部事務所賃貸借に伴う敷金 120,000

小計 120,000
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

666,400

うち、公益目的保有部分        100％　 666,400円

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

1,458,000

うち、公益目的保有部分        100％　 1,458,000円
盛岡市北飯岡1丁目10番25
号

経理システム(ＦＸ４クラウド) 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部分

132,480

小計 公益目的保有財産計     　 2,124,400円 2,256,880
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 440,510

うち、公益目的保有部分           70％   308,357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

釜石市上中妻町2丁目7番
36号

ウィルスバスター(パソコン)契約料 7,896

小計 公益目的保有財産計　　　　330,821円 479,606

341,406,865

固定資産合計 412,119,442

資産合計 541,015,430

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　269,402,818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 3,561,113

釜石支部35事業場 3,604,000

花巻支部40事業場 4,561,764

一関支部13事業場 2,065,514

大船渡支部22事業場 1,258,144

小計 15,050,535

用品代未払金 花巻支部安全衛生図書年間購読料 8,636

一関支部安全衛生図書購入 3,108

大船渡支部安全衛生図書年間購読料 18,130

小計 29,874

通信運搬費等未払金 本部通信運搬費等年度末処理分 178,720

盛岡支部通信運搬費等年度末処理分 577,741

宮古支部通信運搬費等年度末処理分 90,127

釜石支部通信運搬費等年度末処理分 41,776

花巻支部通信運搬費等年度末処理分 191,916

一関支部通信運搬費等年度末処理分 209,434

大船渡支部通信運搬費等年度末処理分 80,190

二戸支部通信運搬費等年度末処理分 105,006

小計 1,474,910

合計 16,555,319

前受金 本部 2,176,092

盛岡支部 3,759,141

宮古支部 2,143,414

釜石支部 816,240

花巻支部 4,586,845

一関支部 3,002,370

大船渡支部 1,579,349

二戸支部 1,272,949

小計 19,336,400

会費前受金 盛岡支部3事業場 36,000

釜石支部1事業場 6,000

大船渡支部4事業場 24,000

二戸支部3事業場 20,000

小計 86,000

用品代前受金 盛岡支部安全衛生図書年間購読料 33,813

釜石支部安全衛生図書年間購読料 34,607

花巻支部安全衛生図書年間購読料 14,704

一関支部安全衛生図書年間購読料 14,322

大船渡支部安全衛生図書年間購読料 9,388

二戸支部安全衛生図書年間購読料 17,132

小計 123,966

広報誌購読料前受金 本部次年度広報誌購読料 1,920

賃借料 大船渡支部土地賃借料 20,000

合計 19,568,286

預り金 雇用保険料 本部 82,586

盛岡支部 76,383

宮古支部 43,677

釜石支部 30,450

花巻支部 92,273

一関支部 79,102

大船渡支部 49,973

二戸支部 40,420

小計 494,864

過入金 大船渡支部 事業所より過入金分 2

合計 494,866

36,618,471

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 38,408,298

正味財産 502,607,132

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


