
（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 237,650

＜現金計＞ 237,650

普通預金 播州信用金庫　東加古川支店 運転資金として 98,354,874

三井住友銀行　東加古川支店 運転資金として 3,318,563

三井住友銀行　宝塚支店 運転資金として 14,496,549

みなと銀行　社支店 運転資金として 5,956,487

西兵庫信用金庫　新宮支店 運転資金として 6,983,803

但馬信用金庫　豊岡南支店 運転資金として 2,886,095

淡陽信用組合　郡家支店 運転資金として 3,268,778

＜普通預金計＞ 135,265,149

郵便貯金 加古川北野郵便局 運転資金として 5,488,997

社上久米郵便局 運転資金として 1,065,947

一宮多賀郵便局 運転資金として 591,262

＜郵便貯金計＞ 7,146,206

郵便振替 大阪貯金事務センター 運転資金として 25,895,670

＜郵便振替計＞ 25,895,670

未収金 兵庫県 補助金、委託料 9,162,799

㈱寺西食品、シンエーフーズ㈱ 食堂、手づくりの店、使用料・光熱水費 176,835

和宏ベンダー㈱、ネオス㈱他 自販機光熱水費等 277,874

手づくりの店 駐車場回数券 189,000

その他 販売収益等 449,979

＜未収金計＞ 10,256,487

前払金 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 242,420

＜前払金計＞ 242,420

貯蔵品 嬉野台生涯教育センター 灯油 227,700

いなみ野学園 50周年記念トートバック他 371,669

＜貯蔵品計＞ 599,369

179,642,951

（固定資産）

基本財産 基本財産引当公社債大和証券㈱
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

運用益を公益目的事業の財源として使用して
いる。
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

基金引当預金 播州信用金庫　東加古川支店
普通預金

公益目的事業の財源として使用している。 21,300,540

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

公益目的事業の積立資産である。 2,022,000

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 井水送水ポンプ 公益目的保有財産である。 1,023,301

構築物 大講堂渡廊下 公益目的保有財産である。 1,511,869

中庭インターロッキング 公益目的保有財産である。 3,711,428

屋外ユニットトイレ 公益目的保有財産である。 2,300,400

什器備品 プロジェクター8台 公益目的保有財産である。 456,805

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。 1

食器洗浄機 公益目的保有財産である。 1

大講堂等音響装置 同上 2

図書館等冷暖房設備 同上 724,319

コピー機 同上 279,936

丁合機 同上 99,144

金庫 同上 197,343

ビデオカメラ、AI体温測定顔認証端末同上 241,121

デジタルグランドピアノ 同上 71,540

電話交換機 同上 155,171

置時計 同上 213,760

ケーブル延長器 同上 90,024

＜特定資産計＞ 243,298,707

その他の固定資産 建物 高齢者園芸センター管理棟他 10,916,613

うち公益目的保有財産 10,018,919

うち管理目的のため使用する財産 897,694

構築物 高齢者園芸センター給水設備等 2,507,136

うち公益目的保有財産 1,784,395

うち収益事業のため使用する財産 722,741

車両運搬具 トラクター他 1,866,722

うち公益目的保有財産 1,866,722

什器備品 陶芸窯他 2,345,026

うち公益目的保有財産 2,345,025

うち管理目的のため使用する財産 1

ソフトウェア 給与・会計用 4,609,455

うち管理目的のために使用する財産 4,609,455

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＞ 22,958,256

339,426,963

519,069,914

（流動負債） 未払金

職員 ３月分賃金、旅費、超勤手当他 4,409,601

　　　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

社会保険事務所、兵庫労働局 ３月分社会保険料・労働保険 4,057,897

加古川税務署他 消費税確定申告 終納付分、法人税、法人市
民税・県民税

7,792,100

陶芸の村講師他 講師謝金・旅費 936,954

植原田中造園㈱他 施設内樹木伐採作業等 1,135,200

㈱高松商会他 清掃委託3月分 1,580,722

兵庫県 阪神シニアカレッジ庁舎維持管理委託・光熱
水費

6,293,906

シルバー人材センター 業務委託3月分 386,408

㈱六甲商会 事務用品他 265,135

リコーリース㈱ 給与・会計システム等リース料等 388,198

関西電力㈱他 電気料金　3月分 1,303,560

ラジオ関西 高齢者放送大学番組制作費3月分 642,400

セコム㈱等 機械警備管理業務 242,027

NTT西日本㈱他 電話料金等 522,136

加東市等 水道代 293,502

トヨタンレンタリース兵庫㈱他 公用車リース料 192,610

㈱ソーエイ 学生手帳他 241,120

㈱ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｼﾞｬﾊﾟﾝ ひょうご冒険教育消耗品 226,249

協同油業㈱他 ガソリン代等燃料代 357,945

㈱ボーサイサービス他 消防設備点検保守 355,300

㈱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 595,980

不二熱学ｻｰﾋﾞｽ㈱ 嬉野台生涯教育ｾﾝﾀｰ空調機器保守下半期分等 412,500

㈱アーク 講座委託料等 2,131,468

日本郵便㈱ 郵便料金3月分 471,698

その他 消耗品3月分等 3,113,848

＜未払金計＞ 38,348,464

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 49,784,000

阪神シニアカレッジ受講生学生負担金 26,057,500

高齢者放送大学受講生学生負担金等 6,919,800

駐車場利用者負担金 5,418,000

ﾌｧﾐﾘｰﾌｧｰﾑ利用者負担金 2,282,600

陶芸の村利用者負担金 1,345,500

施設使用料 188,875

地域高齢者大学生学生負担金 5,444,300

その他 220,800

＜前受金計＞ 97,661,375

預り金 役職員他 源泉所得税他 2,739,851

いなみ野学園学生自治会他 学生自治会費他 7,494,209

＜預り金計＞ 10,234,060

賞与引当金 職員 職員に対するもの 11,167,654

＜賞与引当金計＞ 11,167,654

157,411,553

（固定負債） 退職給付引当金 職員 職員に対するもの 35,422,513

＜退職給付引当金計＞ 35,422,513

リース債務 リコーリース㈱ 給与・会計システムリース料の年度末債務残高 4,609,440

リース債務 リコーリース㈱ ＜リース債務計＞ 4,609,440

40,031,953

197,443,506

321,626,408

流動負債合計

固定負債合計

　　　負債合計

　　　正味財産


