
（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 220,093

＜現金計＞ 220,093

普通預金 播州信用金庫　東加古川支店 運転資金として 99,771,316

三井住友銀行　東加古川支店 運転資金として 11,848,253

みなと銀行　社支店 運転資金として 16,138,936

西兵庫信用金庫　新宮支店 運転資金として 9,761,256

但馬信用金庫　豊岡南支店 運転資金として 4,767,190

淡陽信用組合　郡家支店 運転資金として 5,002,690

＜普通預金計＞ 147,289,641

郵便貯金 加古川北野郵便局 運転資金として 33,939,343

社上久米郵便局 運転資金として 3,051,460

一宮多賀郵便局 運転資金として 2,921,736

＜郵便貯金計＞ 39,912,539

郵便振替 大阪貯金事務センター 運転資金として 20,069,410

＜郵便振替計＞ 20,069,410

未収金 兵庫県 指定管理料、補助金、委託料 102,249,067

㈱鶴鶴亭、シンエーフーズ㈱
(合）サン・セレッソ

食堂光熱水費 686,625

ラジオ関西㈱ いなみ野元気ニュース協力金 60,000

ネオス㈱他 自販機光熱水費 126,681

㈱トーホー他 施設使用料等 887,202

その他 販売手数料 23,980

その他 預金利息他 414

＜未収金計＞ 104,033,969

前払金 ソリオ宝塚都市開発㈱他 阪神シニアカレッジ30年度賃料 3,500,580

KM総合保険サービス㈱他 指定管理施設施設賠償責任保険他 371,479

＜前払金計＞ 3,872,059

貯蔵品 嬉野台生涯教育センター 灯油 193,201

＜貯蔵品計＞ 193,201

315,590,912

（固定資産）

基本財産 基本財産引当公社債 SMBC日興証券㈱
兵庫県住宅供給公社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ

運用益を管理目的の財源として使用している。 73,000,000

基本財産引当預金 播州信用金庫　東加古川支店
普通預金

同上 170,000

＜基本財産計＞ 73,170,000

特定資産 基金引当公社債 SMBC日興証券㈱
兵庫県住宅供給公社ｸﾞﾙｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ

運用益を長寿社会づくり推進助成事業の財源と
して使用している。

220,000,000

貸借対照表科目

流動資産合計

財産目録

平成３０年３月３１日現在



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

陶芸の村
整備積立預金

播州信用金庫　東加古川支店
定期預金

陶芸の村運営事業の積立資産である。 3,900,000

交流施設
整備積立預金

三井住友銀行　東加古川支店
定期預金

交流施設管理運営事業の積立資産である。 8,900,000

建物 阪神農場管理事務所 公益目的保有財産である。 1,700,996

構築物 大講堂渡廊下 公益目的保有財産である。 2,159,205

中庭インターロッキング 公益目的保有財産である。 5,245,804

什器備品 プロジェクター4台 公益目的保有財産である。 208,803

ガス空調機一式（地活棟） 同上 1

液晶テレビ一式 同上 1

ディジタル電子交換機 管理目的保有財産である。 38,806

食器洗浄機 公益目的保有財産である。 80,440

大講堂等音響装置 同上 1,555,978

図書館等連暖房設備 同上 4,903,853

阪神農場ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ 同上 546,986

＜特定資産計＞ 249,240,873

その他の固定資産 建物 高齢者園芸センター管理棟他 16,363,415

うち公益目的保有財産 15,077,304

うち管理目的のため使用する財産 1,286,111

構築物 高齢者園芸センター給水設備等 5,405,054

うち公益目的保有財産 1,889,508

うち収益事業のため使用する財産 3,515,546

車両運搬具 ステーションワゴン他 5

うち公益目的保有財産 5

うち管理目的のため使用する財産 0

什器備品 陶芸窯他 3,671,036

うち公益目的保有財産 3,666,875

うち管理目的のため使用する財産 4,161

電話加入権 ９本 683,304

うち公益目的保有財産 608,320

うち管理目的のため使用する財産 74,984

出資金 播州信用金庫 配当金を管理目的の財源として使用している。 30,000

＜その他の固定資産計＞ 26,152,814

348,563,687

664,154,599

（流動負債） 未払金

職員 ３月分賃金、旅費、超勤手当他 5,309,584

社会保険事務所、兵庫労働局 ３月分社会保険料・労働保険 6,397,390

加古川税務署他 消費税確定申告最終納付分、法人税、法人市
民税・県民税

5,932,100

露の団六他 講師謝金・旅費 914,191

㈱松本工務店 トイレ等改修工事 61,605,360

姫伸電設㈱ 事務所棟照明器具更新 1,177,200

宮垣鋼器㈱ 事務所棟備品購入 3,596,400

㈱六甲商会 コピー機・丁合機購入、事務用品他 4,750,853

㈲建築設計工房真砂 トイレ改修工事設計工事監理業務 3,855,600

エネサーブ㈱ 電気料金3月分 1,184,770

ラジオ関西 高齢者放送大学番組制作費3月分 788,400

セコム㈱ 管理業務・金庫更新 505,851

日本船舶薬品㈱ 西播磨文化会館AED2台 507,600

　　　資産合計

固定資産合計



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

㈱村田住設 イベント広場前倉庫屋根修理等 779,640

㈲まえだ造園 西播磨文化会館高木等剪定 1,338,660

イトーオフィス㈱ 事務用品他 583,898

岩鼻産業㈱ 事務用品他 652,787

㈱ブリッジコーポレーション インターキャンパス保守委託料下半期分 585,144

㈱中川工務店 但馬文教府活動交流館屋根修繕工事等 2,516,400

㈱清光社 清掃委託3月分 907,560

日本空調サービス㈱ 嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ空調機器保守下半期分等 432,000

ウニスガ印刷㈱ 記録集印刷 748,440

㈱防災センター 自動火災報知設備改修 916,380

㈱アーク 講座委託料 259,470

第一電子㈱ コピー機使用料、インク・トナー代等 575,980

日本郵便㈱ 郵便料金3月分 430,054

富士ゼロックス兵庫㈱ コピー機使用料他 327,182

その他（NTT西日本他） 電話料金3月分　他 8,998,554

＜未払金計＞ 116,577,448

前受金 いなみ野学園受講生他 いなみ野学園受講生学生負担金 61,428,560

阪神シニアカレッジ受講生学生負担金 25,547,000

高齢者放送大学受講生学生負担金等 8,176,960

駐車場利用者負担金 6,700,500

ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｰﾑ利用者負担金 2,626,200

陶芸の村利用者負担金 1,505,000

施設使用料 104,300

地域高齢者大学生学生負担金 8,400,500

その他 50,850

＜前受金計＞ 114,539,870

預り金 役職員他 源泉所得税他 3,028,536

いなみ野学園学生自治会他 学生自治会費他 7,323,900

＜預り金計＞ 10,352,436

賞与引当金 職員 職員に対するもの 11,530,027

＜賞与引当金計＞ 11,530,027

252,999,781

（固定負債） 退職給付引当金 職員 職員に対するもの 28,246,731

＜退職給付引当金計＞ 28,246,731

28,246,731

281,246,512

382,908,087

流動負債合計

固定負債合計

　　　負債合計

　　　正味財産


