
場所・物量等 金額

（流動資産） 現金預金

現金 手許保管 公１・運転資金 50,000

現金 手許保管 他１・運転資金 58,079

現金 手許保管 法人・運転資金 46,287

普通預金 さがみ信用金庫本店 公１・運転資金 34,737,261

普通預金 さがみ信用金庫本店 収１・運転資金 131,639

普通預金 さがみ信用金庫駅前支店 収１・運転資金 15,869,251

当座預金 横浜銀行小田原支店 収１・運転資金 75,358

普通預金 さがみ信用金庫本店 収２・運転資金 36,685,371

普通預金 横浜銀行小田原支店 収２・受入保証金 3,291,000

普通預金 さがみ信用金庫本店 他１・運転資金 3,021,993

普通預金 さがみ信用金庫栢山支店 他１・運転資金 713,947

普通預金 さがみ信用金庫駅前支店 他１・運転資金 1,678,060

普通預金 中南信用金庫下中支店 他１・運転資金 364,080

普通預金 さがみ信用金庫山北支店 他１・運転資金 354,650

普通預金 さがみ信用金庫松田支店 他１・運転資金 1,353,449

普通預金 さがみ信用金庫関本支店 他１・運転資金 1,169,159

普通預金 さがみ信用金庫湯本支店 他１・運転資金 334,340

普通預金 さがみ信用金庫宮上支店 他１・運転資金 707,846

普通預金 さがみ信用金庫真鶴駅前支店 他１・運転資金 260,995

普通預金 さがみ信用金庫本店 法人・運転資金 21,984,853

普通預金 大和ネクスト銀行茅ヶ崎支店 法人・運転資金 1,704

普通預金 みずほ銀行小田原支店 法人・運転資金 22,005

振替口座 ゆうちょ銀行 収１・運転資金 47,834

振替口座 ゆうちょ銀行 法人・運転資金 42,662,808

165,621,969

正会員166名 Ｒ元～Ｒ３年度未納会費 1,450,000

準会員68名 Ｒ元～Ｒ３年度未納会費 170,000

1,620,000

関東地方更生保護委員会他 収２・３月分賃貸料他 1,344,400

1,344,400

Ａ４用紙等 公１・消耗品等在庫 444,137

会定款800枚等 法人・定款・消耗品・切手等在庫 466,605

910,742

帳簿 公１・記帳処理事業の在庫 150,726

150,726

169,647,837

商品

＜商品計＞

流動資産合計

貸借対照表科目

財　産　目　録

令和４年３月31日現在

（単位：円）

未収会費

使用目的

＜現金預金計＞

未収金

＜未収金計＞

＜未収会費計＞

＜貯蔵品計＞

貯蔵品



場所・物量等 金額貸借対照表科目 使用目的

基本財産 さがみ信用金庫本店 5,000,000

5,000,000

特定資産 さがみ信用金庫本店 21,631,839

さがみ信用金庫本店 17,800,000

さがみ信用金庫本店 15,000,000

さがみ信用金庫本店 21,005,067

さがみ信用金庫本店 33,367,959

さがみ信用金庫本店 72,000,000

さがみ信用金庫本店 15,258,969

196,063,834

その他固定資産 1339.48㎡ （供用財産）

小田原市本町二丁目22番１ うち公益目的保有財産 60% 157,326,046

387.84㎡ うち収益事業の用に供する財産 30% 78,663,023

小田原市栄町一丁目505番３ うち法人管理活動の用に供する財産 10% 26,221,007

262,210,076

鉄筋コンクリート造 （供用財産）

６階地下１階 うち公益目的保有財産 60% 2,218,410

小田原市本町二丁目３番地24 うち収益事業の用に供する財産 30% 1,109,201

うち法人管理活動の用に供する財産 10% 369,754

3,697,365

セキュリティ設備他 （供用財産）

うち公益目的保有財産 60% 11,526,043

うち収益事業の用に供する財産 30% 5,763,021

うち法人管理活動の用に供する財産 10% 1,921,012

19,210,076

駐車場改修・増設他 （供用財産）

うち公益目的保有財産 60% 1,544,259

うち収益事業の用に供する財産 30% 772,131

うち法人管理活動の用に供する財産 10% 257,370

2,573,760

スズキ　ランディ他 （供用財産）

うち公益目的保有財産 75% 207,474

うち収益事業の用に供する財産 20% 55,326

うち法人管理活動の用に供する財産 5% 13,832

276,632

音響附属備品一式他 （供用財産）

うち公益目的保有財産 75% 1,657,285

うち収益事業の用に供する財産 20% 441,942

うち法人管理活動の用に供する財産 5% 110,486

記帳処理サーバー他 公１租税関連事業の用に供する財産 1,322,029

3,531,742

＜建物計＞

＜車輌運搬具計＞

＜什器備品計＞

什器備品

建物附属設備

＜建物附属設備計＞

＜構築物計＞

車輌運搬具

記帳処理の事業費に充当するために積み
立てている資産

建物

構築物

＜特定資産計＞

土地

＜土地計＞

＜基本財産計＞

確定申告指導事業の事業費に充当するた
めに積み立てている資産

顧客管理システム、会計システムの拡充
や買換え時の財源とするために積み立て
ている資産であり、資産取得資金として
管理

職員の退職金支払の財源として管理

各事業で使用するＩＴ関連機器の設備投
資用資金として積み立てている資産であ
り、資産取得資金として管理

確定申告指導事業運営預金

システム開発準備資産

処理料平準化準備資産

会館修繕積立資産

書道展開催準備資産

定期預金

退職給付引当資産

資産取得準備資産

広報啓発事業の事業費に充当するために
積み立てている資産

既存建物の修繕及び建替えの財源とする
ために積み立てている資産であり、資産
取得資金として管理

法人管理活動の用に供する財産として、
管理業務に使用



場所・物量等 金額貸借対照表科目 使用目的

顧客情報管理検索他 （供用財産）

うち公益目的保有財産 75% 557,457

うち収益事業の用に供する財産 20% 148,654

うち法人管理活動の用に供する財産 5% 37,166

会員指導システム他 公１租税関連事業の用に供する財産 927,065

1,670,342

フルカラー印刷機他 （供用財産）

うち公益目的保有財産 75% 2,179,004

うち収益事業の用に供する財産 20% 581,070

うち法人管理活動の用に供する財産 5% 145,266

2,905,340

0465-24-2611他 （供用財産）

うち公益目的保有財産 75% 246,306

うち収益事業の用に供する財産 20% 65,682

うち法人管理活動の用に供する財産 5% 16,421

328,409

システム保証金 （供用財産）

うち公益目的保有財産 75% 375,000

うち収益事業の用に供する財産 20% 100,000

うち法人管理活動の用に供する財産 5% 25,000

500,000

５年保守料 （供用財産）

うち公益目的保有財産 75% 125,280

うち収益事業の用に供する財産 20% 33,408

うち法人管理活動の用に供する財産 5% 8,352

公１租税関連事業の用に供する財産 1,176,754

1,343,794

298,247,536

499,311,370

668,959,207

（流動負債） サンネット㈱他 1,199,619

稲妻屋他 5,365,174

6,564,793

杉﨑法律事務所他３件 1,164,900

正会員14名・準会員15名 158,000

1,322,900

役職員・講師 646,102

役職員 342,800

役職員 1,540,406

小田原青色共済 22,000

共済加入者 254,831

2,806,139

10,693,832

Ｒ４年度正会員会費・準会員会費

＜前受金計＞

預り金 源泉所得税

法人・消耗品購入他

＜未払金計＞

住民税

流動負債合計

健康保険料・厚生年金料・雇用保険料

共済掛金

＜預り金計＞

前受金

未払金 公１・処理委託費他

＜その他固定資産計＞

＜ソフトウェア計＞

リース資産

資産合計

固定資産合計

保証金

＜保証金計＞

＜リース資産計＞

電話加入権

＜電話加入権計＞

ソフトウェア

Ｒ４年４月分賃貸料

みずほ銀行ＦＢ基本料預り分

長期前払費用

＜長期前払費用計＞



場所・物量等 金額貸借対照表科目 使用目的

（固定負債） 職員 50,335,035

50,335,035

入居者 3,291,000

3,291,000

フルカラー印刷機他 （供用財産）

うち公益目的保有財産 75% 2,179,004

うち収益事業の用に供する財産 20% 581,070

うち法人管理活動の用に供する財産 5% 145,266

2,905,340

56,531,375

67,225,207

601,734,000

＜リース債務計＞

リース債務

正味財産

＜受入保証金計＞

受入保証金 収２・会館入居者保証金

退職給付引当金 職員の退職給付金の引当金

固定負債合計

負債合計

＜退職給付引当金計＞


