
(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 21,164,278
岩手銀行県庁支店 〃 41,763,809
岩手銀行本宮支店 〃 2,979,054
東北銀行本店 〃 1,486,686
岩手銀行本店 盛岡支部運転資金として 3,343,942
岩手銀行大通支店 〃 3,525,547
北日本銀行本店 〃 79,773
岩手銀行宮古中央支店 宮古支部運転資金として 2,089,655
東北銀行宮古支店 〃 1,455,674
北日本銀行宮古支店 〃 152,538
宮古信用金庫駅前支店 〃 499,766
岩手銀行釜石支店 釜石支部運転資金として 3,721,796
岩手銀行中妻支店 〃 1,112,510
岩手銀行はまゆり支店 〃 630,636
東北銀行釜石支店 〃 21,689
北日本銀行釜石支店 〃 5,602
岩手銀行花巻支店 花巻支部運転資金として 2,920,399
岩手銀行花巻西支店 〃 957,678
岩手銀行北上支店 〃 484,788
岩手銀行水沢支店 〃 974,747
岩手銀行江刺支店 〃 215,737
東北銀行花巻支店 〃 173,127
北日本銀行花巻支店 〃 122,145
花巻信用金庫本店 〃 723,842
岩手銀行一関支店 一関支部運転資金として 1,090,304
岩手銀行一関支店 〃 338,465
一関信用金庫駅前支店 〃 2,986,104
一関信用金庫駅前支店 〃 1,516,830
岩手銀行大船渡支店 大船渡支部運転資金として 2,090,873
東北銀行大船渡支店 〃 201,264
北日本銀行大船渡支店 〃 1,847,928
岩手銀行二戸支店 二戸支部運転資金として 3,739,324
小計 104,416,510
郵便貯金

盛岡本宮郵便局 本部運転資金として 1,488,356
盛岡本宮郵便局 盛岡支部運転資金として 252,620
宮古小山田郵便局 宮古支部運転資金として 457,140
釜石鈴子郵便局 釜石支部運転資金として 8,299
小計 2,206,415
振替貯金

ゆうちょ銀行 盛岡支部運転資金として 92,686
ゆうちょ銀行 宮古支部運転資金として 42,022
ゆうちょ銀行 花巻支部運転資金として 201,528
ゆうちょ銀行 二戸支部運転資金として 8,884
小計 345,120
合計 106,968,045

未収金 健診料未収金 盛岡支部32事業場 3,136,543
宮古支部2事業場 40,608
釜石支部37事業場 3,870,715
花巻支部32事業場 3,845,895
一関支部13事業場 2,622,659
大船渡支部36事業場 1,950,303
二戸支部1事業場 129,111

小計 15,595,834
用品等未収金 盛岡支部安全衛生図書年間購読料 155,639

花巻支部安全衛生図書年間購読料 9,180
小計 164,819
手数料収入未収金 本部自動販売機販売手数料 28,909

花巻支部自動販売機販売手数料 15,023
小計 43,932
合計 15,804,585

財　　産　　目　　録
平成29年3月31日現在

貸借対照表科目
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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 27,949

花巻支部安全衛生図書年間購読料 64,693

一関支部安全衛生図書年間購読料 17,734

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 12,289
小計 157,228
賃借料 盛岡支部事務所警備料 15,120

一関支部事務所マット等年間使用料 56,290
一関支部駐車場借用料 29,268

小計 100,678
保険料 本部講習会賠償責任保険料 415,900
雑費 大船渡支部ウィルスバスター更新料 11,280
合計 685,086

123,457,716
(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 48,571,000

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％　42,999,600円

合計 61,428,000
定期預金
岩手銀行本宮支店 13,580,500

本部・盛岡支部土地購入のための追加資金として
うち、公益目的保有財産額        70％　9,506,350円

合計 13,580,500
定期預金
岩手銀行本宮支店 1,062,000

うち、公益目的保有財産額         70％　743,400円
合計 1,062,000

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
79,248,077

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 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たが、平成28年3月契約終了 56,000

小計 公益目的保有財産計　　　39,903,705円 69,791,396

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（追加）

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

業務システム更新時資産取得
積立資産

講習会・会員管理台帳・健康診断システムのサーバ更改
に伴う積立資産であり、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

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
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場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

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

111,268,386

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％　77,887,869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

7,060,990

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％　3,530,492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

102,543,042

1階建 うち、公益目的保有部分          70％　71,666,611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

24,888,023

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％　  7,466,405円

小計 公益目的保有財産計　　　160,551,377円 245,760,441
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 726,797

1台 うち、公益目的保有部分          72％　523,294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 669,221

1台 うち、公益目的保有部分          72％　481,840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％1,005,138円 1,396,022

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

6,527,539

13点 うち、公益目的保有部分           55％　3,590,146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「ワイヤレス
スピーカーシステム」等の共有財産

712,231

5点 うち、公益目的保有部分           55％　391,727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

96,236

6点 うち、公益目的保有部分           55％  52,930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

7,551

3点 うち、公益目的保有部分            55％　4,153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

165,324

2点 うち、公益目的保有部分            55％　90,928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

378,115

2点 うち、公益目的保有部分           55％   207,963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

50,576

2点 うち、公益目的保有部分           55％　　27,817円

小計 公益目的保有財産計　55％　4,365,664円 7,937,572
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場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

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

380,800

うち、公益目的保有部分        100％　 380,800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

1,069,200

うち、公益目的保有部分        100％　1,069,200円

盛岡市北飯岡1丁目10番25
号

講習会・会員管理台帳・健康診断システムの開発費で使
用割合に準じる

5,040,000

うち、公益目的保有部分        70％　3,528,000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

97,920

小計 公益目的保有財産計     　4,978,000円 6,587,920
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 397,880

うち、公益目的保有部分           70％   278,516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 3,384

花巻市空港南2丁目19 ウィルスバスター(パソコン)契約料 10,955

小計 公益目的保有財産計　　　　300,980円 443,419

338,388,486

固定資産合計 427,636,563

資産合計 551,094,279

(流動負債） 未払金 健診料未払金 盛岡支部26事業場 3,491,840

宮古支部2事業場 35,424

釜石支部46事業場 4,928,292

花巻支部32事業場 3,536,696

一関支部13事業場 2,080,388

大船渡支部36事業場 1,763,868

二戸支部1事業場 116,209

小計 15,952,717

用品代未払金 花巻支部安全衛生図書年間購読料 8,920

小計 8,920

通信運搬費等未払金 本部通信運搬費等年度末処理分 228,515

盛岡支部通信運搬費等年度末処理分 487,721

宮古支部通信運搬費等年度末処理分 83,867

釜石支部通信運搬費等年度末処理分 49,982

花巻支部通信運搬費等年度末処理分 192,501

一関支部通信運搬費等年度末処理分 256,160

大船渡支部通信運搬費等年度末処理分 85,310

二戸支部通信運搬費等年度末処理分 89,531

小計 1,473,587

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279,897,691円
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場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

給与手当未払金 本部準職員3月分 141,509

盛岡支部準職員3月分 129,300

花巻支部準職員3月分 112,980

大船渡支部準職員3月分 89,110

小計 472,899

社会保険料未払金 釜石支部退職者預り分 42,168

大船渡支部退職者預り分 42,168

小計 84,336

合計 17,992,459

前受金 本部 1,939,788

盛岡支部 3,279,813

宮古支部 1,591,243

釜石支部 1,023,774

花巻支部 3,797,844

一関支部 3,179,587

大船渡支部 1,057,295

二戸支部 469,685

小計 16,339,029

会費前受金 釜石支部3事業場 20,000

一関支部3事業場 20,000

二戸支部3事業場 21,000

小計 61,000

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 34,937

花巻支部安全衛生図書年間購読料 8,402

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 15,361

小計 116,223

賃借料 一関支部健康診断料 3,996

合計 16,520,248

預り金 雇用保険料 本部 71,618

盛岡支部 47,852

宮古支部 16,499

釜石支部 16,120

花巻支部 75,272

一関支部 63,661

大船渡支部 20,701

二戸支部 31,955

合計 343,678

34,856,385

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 36,646,212

正味財産 514,448,067

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
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