
第２号議案－５

（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 1,042,419
預金 当座預金 8,741,919

本部　三U麹町中央33 運転資金として 571,100
本部　みずほ麹町93 運転資金として 529,144
中央　三U麹町中央72 運転資金として 4,095,733
中央　みずほ麹町65 運転資金として 555,209
中央　三U麹町95 運転資金として 1,828,216
中央　ゆうちょ海事42 運転資金として 1,109,920
上野　ゆうちょ東上71 運転資金として 38,197
江戸　ゆうちょ93 運転資金として 14,400

普通預金 166,077,661
本部　三UF麹町中央36 運転資金として 62,757,518
本部　三U麹町中央49 運転資金として 22,597,080
本部　三U麹町64 運転資金として 22,286,184
本部　三U神保町14 運転資金として 1,380
本部　三住信託本営44 運転資金として 39,266
中央　三U麹町47 運転資金として 8,687,980
中央　みずほ麹町96 運転資金として 4,373,221
上野　みずほ麹町14 運転資金として 219,642
上野　三U上野中央42 運転資金として 134,575
王子　城北信金王子36 運転資金として 32,704
王子　城北信金王子66 運転資金として 21,915
足立　足成信金旭町87 運転資金として 248
足立　足成信金旭町84 運転資金として 1,484,186
亀戸　三U亀戸北口06 運転資金として 579,651
亀戸　三U亀戸北口29 運転資金として 500,825
亀戸　三U亀戸北口78 運転資金として 112,506
江戸　朝日信金三角05 運転資金として 17,500
江戸　朝日信金新小81 運転資金として 225,357
江戸　朝日信金新小87 運転資金として 75,306
八王　みずほ八王子21 運転資金として 9,434,899
八王　みずほ八王子15 運転資金として 2,102,121
立川　三U立川59 運転資金として 1,757,261
立川  みずほ立川47 運転資金として 1,342,319
立川　三住立川36 運転資金として 1,796,901
立川　多摩信金本店11 運転資金として 5,816,016
立川　多摩信金本店34 運転資金として 575,350
青梅　りそな河辺12 運転資金として 11,517,257
青梅　りそな東青梅06 運転資金として 928,630
青梅　青梅信金本店07 運転資金として 1,367,159
青梅　西東京農本店49 運転資金として 217,559
青梅  みずほ東青梅16 運転資金として 1,143,559
三鷹　みずほ三鷹64 運転資金として 3,931,586

定期預金 23,584,865
本部　三UFJ麹町27 運転資金として 20,000,000
青梅　りそな河辺84 運転資金として 405,050
青梅　西東京農本店71 運転資金として 1,153,242
青梅　青梅信金本店25 運転資金として 526,573
三鷹　みずほ三鷹68 運転資金として 1,500,000

未収会費 142,000
  本部未収会費 令和元年度会費 70,000
  中央未収会費 3件 令和元年度会費4件 72,000
未収金 158,902
  本部未収金 中災防他 衛生管理者協議会等 116,944
  中央未収金 ジーン 会場送料立替3月分 5,306
  八王子未収金 中災防 テキスト代 19,360
  青梅未収金 中災防 テキスト代 17,292
前払金 2,251,545
  本部前払金 協和サービス他 保険料等 807,174
  中央前払金 麹町郵便局他 送料 149,529
  上野前払金 創信工業 家賃4月分 81,300
  王子前払金 王子工場協会 家賃4月分 149,830
  足立荒川 足立区他 会場借料他 178,730
  亀戸前払金 かめりあホール他 会場借料他 102,190
  江戸川前払金 船堀 会場借料他 70,230
  八王子前払金 八王子労政会館他 会場借料他 109,900
  立川前払金 たましんRISURU他 会場借料他 438,922
  青梅前払金 ゆとろぎ他 会場借料他 34,240
  三鷹前払金 武蔵野スイングホール 会場借料他 129,500
貯蔵品 2,323,298
  本部貯蔵品 講習テキスト・書籍 2,205,968
  八王子貯蔵品 講習会テキスト 26,789
  立川貯蔵品 講習会テキスト 79,002
  青梅貯蔵品 講習会テキスト 11,539
仮払金 10,000
  本部仮払金 中退共 掛金未納分 10,000

204,332,609  流動資産合計
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(固定資産)
  基本財産

土地 432,360
  土地(一般) 千代田区二番町9-8 共有財産　公益事業(収益・管理事業と共有) 432,360

  特定資産
退職給付引当資産 5,928,554
　本部 本部　三住信託本店86 退職給付引当資産 5,928,554
施設設備等取得 220,000,000
・改良資金
　本部 本部　みずほ麹町31 施設設備等の取得･改良のための資金 100,000,000
　普通預金 中央　三住麹町57 施設設備等の取得･改良のための資金 9,000,000
　定期預金 中央　みずほ麹町22 施設設備等の取得･改良のための資金 10,000,000
　定期預金 中央　三U麹町29 施設設備等の取得･改良のための資金 100,000,000
　定期預金 立川　多摩信金本店22 施設設備等の取得･改良のための資金 1,000,000

  その他固定資産
建物 350,025,225
  本部研修センター 538.80㎡　3階建 公益目的保有財産 75,536,437

江戸川区中央4-25-13
  中央 共有財産　公益事業(収益・管理事業と共有) 274,488,788

千代田区二番町9-8
構築物 32,909,413
  本部構築物 外溝工事建設付属設備 公益目的保有財産 3,680,307

江戸川区中央4-25-13
  中央構築物 千代田区二番町9-8 共有財産　公益事業(収益・管理事業と共有) 29,229,106
機械装置 8,495,818
  本部機械装置 橋型クレーン 研修センター別館 8,495,818

江戸川区中央4-25-13 公益目的保有財産
什器備品 7,185,038
  本部什器備品 事務機器・映像機器・ 研修センター本館事務所・研修室等、別館の 5,538,982

音響機器他 什器備品
江戸川区中央1-8-1 公益目的・管理共有財産
江戸川区中央4-25-13

  中央什器備品 千代田区二番町9-8 本部及び中央支部の什器備品 1,269,715
公益事業（収益・法人事業と共有）

  亀戸什器備品 江東区亀戸2-25-12 公益事業（収益・管理事業と共有） 72,200
  江戸川什器備品 江戸川区中央1-8-1 公益事業（収益・管理事業と共有） 55,440
  青梅什器備品 青梅市河辺町5-14-2 公益事業（収益・管理事業と共有） 165,734
  三鷹什器備品 三鷹市下連雀3-33-13 公益事業（収益・管理事業と共有） 82,967
電話加入権 524,987
  本部電話加入権 3本 209,000
  中央電話加入権 4本 共有財産　公益事業(収益・管理事業と共有) 315,987
敷金 57,452,030
  本部敷金 本館事務所等・研修 研修センター本館建物、研修センター別館 55,596,000

センター倉庫・土地 土地・建物の敷金
江戸川区中央1-8-1
江戸川区中央4-25-13

  上野敷金 台東区東上野5-17-8 事務所の敷金 147,000
  足立荒川敷金 足立区千住旭町12-3 事務所の敷金 80,000
  亀戸敷金 江東区亀戸2-25-12 事務所の敷金 420,000
  立川敷金 立川市柴崎町2-2-23 事務所の敷金 1,059,030
  三鷹敷金 三鷹市下連雀3-33-13 事務所の敷金 150,000

682,953,425
887,286,034

(流動負債)
短期借入金 職員立替分 122,521
未払費用 804,414
  中央未払費用 中災防他 講習テキスト代他 665,760
  八王子未払費用 香川社労士事務所 顧問料後期分 103,576
  立川未払費用 アウトソージング HP管理料 18,700
  青梅未払費用 カシワ他 事務用品3月分他 16,378
前受金 31,512,232
  本部前受金 令和2度分講習会収入 19,222,870
  中央前受金 全国農業会議所他 令和2年度賃料 9,514,484

令和2年度講習会収入
  八王子前受金 令和2年度講習会収入 298,050
  立川前受金 令和2年度講習会収入 1,186,660
  青梅前受金 令和2年度講習会収入 1,179,888
  三鷹前受金 令和2年度講習会収入 110,280
預り金 739,788
  本部預り金 社会保険料 240,613
  中央預り金 社会保険料、テナント光熱水道 346,615
  上野預り金 源泉所得税 19,590
  足立荒川預り金 社会保険料 35,493
  立川預り金 源泉所得税、社会保険料 97,477
仮受金 568,460
  本部仮受金 年度末銀行振込分（講習会費等） 568,460

33,747,415
(固定負債)

長期借入金 三菱UJF銀行麹町支店 共有事業に供する建物を取得するための借入 58,340,000
預り敷金 108,362,176
退職給付引当金 三井住友信託銀行 退職給付引当金 5,928,554

本店営業部
172,630,730
206,378,145
680,907,889
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