
(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 8,603,370
岩手銀行県庁支店 〃 54,949,942
岩手銀行本宮支店 〃 477,402
東北銀行本店 〃 139,519
岩手銀行本店 盛岡支部運転資金として 3,716,558
岩手銀行大通支店 〃 2,100,735
北日本銀行本店 〃 183,486
岩手銀行宮古中央支店 宮古支部運転資金として 2,751,364
東北銀行宮古支店 〃 685,703
北日本銀行宮古支店 〃 1,027,486
宮古信用金庫駅前支店 〃 244,859
岩手銀行釜石支店 釜石支部運転資金として 1,642,577
岩手銀行中妻支店 〃 1,786,495
岩手銀行はまゆり支店 〃 529,922
東北銀行釜石支店 〃 34,599
北日本銀行釜石支店 〃 4,995
岩手銀行花巻支店 花巻支部運転資金として 5,744,227
岩手銀行花巻西支店 〃 184,358
岩手銀行北上支店 〃 452,913
岩手銀行水沢支店 〃 2,026
岩手銀行江刺支店 〃 274,898
東北銀行花巻支店 〃 9,219
北日本銀行花巻支店 〃 85,636
花巻信用金庫本店 〃 128,495
岩手銀行一関支店 一関支部運転資金として 4,150,941
岩手銀行一関支店 〃 486,230
一関信用金庫駅前支店 〃 1,114,087
一関信用金庫駅前支店 〃 940,256
岩手銀行大船渡支店 大船渡支部運転資金として 2,553,340
東北銀行大船渡支店 〃 201,653
北日本銀行大船渡支店 〃 1,357,973
岩手銀行二戸支店 二戸支部運転資金として 3,697,684
小計 100,262,948
郵便貯金
盛岡本宮郵便局 本部運転資金として 519,918
盛岡本宮郵便局 盛岡支部運転資金として 333,626
宮古小山田郵便局 宮古支部運転資金として 485,382
釜石鈴子郵便局 釜石支部運転資金として 7,379
小計 1,346,305
振替貯金
ゆうちょ銀行 盛岡支部運転資金として 63,811
ゆうちょ銀行 宮古支部運転資金として 9,437
ゆうちょ銀行 花巻支部運転資金として 193,622
ゆうちょ銀行 二戸支部運転資金として 77,840
小計 344,710
合計 101,953,963

未収金 健診料未収金 盛岡支部47事業場 4,361,464
宮古支部7事業場 129,492
釜石支部51事業場 3,668,780
花巻支部47事業場 6,104,645
一関支部17事業場 2,474,135
大船渡支部67事業場 2,850,939

小計 19,589,455
用品等未収金 盛岡支部安全衛生図書年間購読料 39,528

釜石支部安全衛生図書年間購読料 330
花巻支部安全衛生図書年間購読料 124,270
一関支部安全衛生図書年間購読料 8,964

小計 173,092
手数料収入未収金 本部自動販売機販売手数料 12,429

花巻支部自動販売機販売手数料 5,752
小計 18,181
広報誌代未収金 本部26年度広報誌購読料 3,600
土地賃借料 二戸労働基準監督署敷地賃借料 107,308
源泉所得税未収金 釜石支部講師謝金源泉所得税過払分 1
合計 19,891,637

財　　産　　目　　録
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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 22,893

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 57,972
一関支部安全衛生図書年間購読料 26,413
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 19,669

小計 162,142
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
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ講習受講料 盛岡支部粉じん作業インストラクター受講料 110,160
合計 343,712

立替金 損害賠償保険料 27年度講習会概算保険料 127,290
合計 127,290

貯蔵品 講習会テキスト 花巻支部次年度講習使用分テキスト 84,480
二戸支部次年度講習使用分テキスト 39,600

合計 124,080
122,440,682

(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 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％　24,999,800円

合計 35,714,000
定期預金
岩手銀行本宮支店 3,980,000

うち、公益目的保有財産額         70％　2,786,000円
合計 3,980,000

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
42,871,577

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

118,955,453

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％　83,268,817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

9,899,275

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％　4,949,635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

111,701,853

1階建 うち、公益目的保有部分          70％　78,070,824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

26,120,518

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％　  7,836,154円

建物 岩手開発鉄道㈱内、大船渡支部事務所部分改修 82,872

うち、公益目的保有部分           35％  　29,005円
小計 公益目的保有財産計　　　174,154,435円 266,759,971

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

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

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

特定資産合計
その他
   固定資産

495.90㎡
宮古市小山田4丁目19番18
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



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 1,257,685

1台 うち、公益目的保有部分          72％　905,534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 1,290,393

1台 うち、公益目的保有部分          72％　929,083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

14,552

1台 うち、公益目的保有部分            72％　10,478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

290,898

2台 うち、公益目的保有部分           72％　209,447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

242,801

1台 うち、公益目的保有部分           72％　174,817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％　2,229,360円 3,096,330

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

1,869,487

9点 うち、公益目的保有部分           55％　1,028,218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

104,933

4点 うち、公益目的保有部分           55％　57,713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

273,266

6点 うち、公益目的保有部分           55％  150,296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

22,645

3点 うち、公益目的保有部分            55％　12,455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

415,915

2点 うち、公益目的保有部分            55％　228,752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

116,025

1点 うち、公益目的保有部分           55％   63,814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

171,956

2点 うち、公益目的保有部分           55％　　94,576円

小計 公益目的保有財産計　55％　 1,635,824円 2,974,227
敷金 釜石市上中妻町2丁目7番

36号　サンパルク1Ｆ
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

952,000

うち、公益目的保有部分        100％　 952,000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

1,846,800

うち、公益目的保有部分        100％　 1,846,800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

167,040

小計 公益目的保有財産計     　 2,798,800円 2,965,840
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 483,140

うち、公益目的保有部分           70％   338,198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　サンパルク1Ｆ

ウィルスバスター(パソコン)契約料 12,408

小計 公益目的保有財産計　　　　360,662円 526,748

352,586,228

固定資産合計 405,457,805

資産合計 527,898,487

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　264,412,063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40事業場 4,480,786

宮古支部8事業場 136,188

釜石支部52事業場 3,378,736

花巻支部47事業場 5,808,639

一関支部18事業場 2,417,007

大船渡支部66事業場 2,570,569

小計 18,791,925

用品代未払金 釜石支部安全衛生図書年間購読料 264

花巻支部安全衛生図書年間購読料 116,323

小計 116,587

通信運搬費等未払金 本部通信運搬費等年度末処理分 163,054

盛岡支部通信運搬費等年度末処理分 510,180

宮古支部通信運搬費等年度末処理分 90,145

釜石支部通信運搬費等年度末処理分 53,508

花巻支部通信運搬費等年度末処理分 240,804

一関支部通信運搬費等年度末処理分 170,114

大船渡支部通信運搬費等年度末処理分 85,395

二戸支部通信運搬費等年度末処理分 117,750

小計 1,430,950

合計 20,339,462

前受金 本部 1,772,388

盛岡支部 2,802,551

宮古支部 2,074,660

釜石支部 1,186,331

花巻支部 3,811,263

一関支部 3,496,127

大船渡支部 1,155,950

二戸支部 673,590

小計 16,972,860

会費前受金 盛岡支部1事業場 16,000

一関支部1事業場 6,000

二戸支部4事業場 28,000

小計 50,000

用品代前受金 盛岡支部安全衛生図書年間購読料 28,616

釜石支部安全衛生図書年間購読料 34,607

一関支部安全衛生図書年間購読料 17,362

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 105,334

講習会簡易書留料 花巻支部簡易書留料 1,176

広報誌購読料前受金 本部次年度広報誌購読料 2,975

賃借料 大船渡支部土地賃借料 20,000

合計 17,152,345

預り金 雇用保険料 本部 64,955

盛岡支部 83,292

宮古支部 43,709

釜石支部 14,982

花巻支部 88,386

一関支部 78,220

大船渡支部 49,980

二戸支部 38,049

小計 461,573

過入金 大船渡支部 事業所より過入金分 6,554

合計 468,127

37,959,934

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 39,749,761

正味財産 488,148,726

流動負債合計

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


