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場所・物量等 使用目的等

（流動資産）

　 現金 手元保管等 運転資金として 3,891,022

　 当座預金 みずほ銀行神田支店
NO.15493等

運転資金として 1,214,626

　 振替貯金 郵便局00100-8-155407
等

運転資金として 17,111,317

　 普通預金 みずほ銀行新宿支店
5626950等

運転資金として 1,917,844,396

　 定期預金 三菱東京UFJ新宿中央支
店4752419等

運転資金として 100,410,000

　 未収金 2・3月分商標使用料等 175,609,976

　 貯蔵品 切手在庫・カタログ50
個等

郵便・結婚、出産・永年祝として使用等 611,516

　 有価証券 みずほ証券　大阪府公
募公債5年オーバーパー
等

運用益を各事業及び管理業務で使用している。 11,228,000

　 前払金 中央通り２丁目駐車場
等

月極め駐車場代金等 51,194,781

　 立替金 互助掛金等 23,201,972

　 仮払金 一輪車講習会指導員旅
費日当等

707,082

2,303,024,688

（固定資産）

基本財産 一般基本財産土地 855.43㎡　渋谷区千
駄ヶ谷5-4-6等

自己所有の土地である。共有財産であるため、使用面積の割合により、下記の通り按分している。 
60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額397,458,000円） 
20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 
（期末帳簿価額132,486,000円） 
20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 
（期末帳簿価額132,486,000円） 

662,430,000

一般基本財産預金 みずほ銀行新宿支店
1781536等

公益目的保有財産であり、運用益を教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額3,782,277,956円） 

3,782,277,956

一般基本財産証券 SMBC日興證券　大阪府
公募公債427回等

公益目的保有財産であり、運用益を教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額2,467,632,046円） 

2,467,632,046

流動資産合計
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貸借対照表科目
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（単位：円）

指定基本財産土地 407.76㎡山口県周南市
戎町2-3県教弘会館等

自己所有の土地である。共有財産であるため、使用面積の割合により、下記の通り按分している。 
60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額141,120,390円） 
20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 
（期末帳簿価額47,040,129円） 
20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 
（期末帳簿価額47,040,129円） 

639,360,648

東3,000.06㎡茨城県水
戸市笠原町978番49 
西2,575.95㎡茨城県水
戸市笠原町978番53

公益目的保有財産であり、教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額374,000,000円） 

1446.08㎡岩手県盛岡市
三ツ割3-6-4等

公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。（賃貸事業） 
（期末帳簿価額30,160,000円） 

指定基本財産建物 1066.73㎡岩手県盛岡市
三ツ割3-6-4（1F～3F）
等

公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。（賃貸事業） 
（期末帳簿価額99,559,643円） 

99,559,643

指定基本財産預金 りそな銀行新都心営業
部3070082等

公益目的保有財産であり、運用益を教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額4,029,905,497円） 

4,029,905,497

指定基本財産証券 評価損益等 公益目的保有財産であり、運用益を教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額1,938,614,594円） 

1,938,614,594

13,619,780,384

特定資産 奨学貸与積立資産 評価損益等 公益目的保有財産であり、教育振興事業の貸与奨学金の財源として使用している。 
（期末帳簿価額14,632,271,252円） 

14,632,271,252

教育振興事業積立資金 りそな銀行新都心営業
部3070082等

特定費用準備資金として管理されており、教育振興事業の財源として使用している。 
（期末帳簿価額1,072,014,341円） 

1,072,014,341

貸倒引当金 貸与奨学金　貸倒引当
金

貸与奨学金の貸倒れに備えて引き当てている。 
（期末帳簿価額△57,000,000円） 

△ 57,000,000

退職給付引当資産 りそな銀行新都心営業
部3070082等

職員の退職金支払いの財源として積み立てている。 578,310,219

減価償却引当資産 七十七銀行本店営業部
9516972等

共有財産であるため、使用面積の割合により、下記の通り按分している。 
60%は、公益目的事業の資産取得資金として管理されており、既存建物の建て替え等の財源とするため
に積み立てている。 
（期末帳簿価額223,343,013円） 
20%は、収益事業等の資産取得資金として管理されており、既存建物の建て替え等の財源とするために
積み立てている。 
（期末帳簿価額74,447,672円） 
20%は、法人管理活動用の資産取得資金として管理されており、既存建物の建て替え等の財源とするた
めに積み立てている。 
（期末帳簿価額74,447,672円） 

445,912,386

基本財産合計



3頁

     

場所・物量等 使用目的等 金額

平成30年3月31日現在

貸借対照表科目

財産目録

（単位：円）

東北労働金庫福島支店
普通3186080等

収益事業等の資産取得資金として管理されており、既存建物の建て替え等の財源とするために積み立て
ている。（賃貸事業） 
（期末帳簿価額73,674,029円） 

会館施設引当資産 りそな銀行新都心営業
部定期3446274等

共有財産であるため、使用面積の割合により、下記の通り按分している。 
60%は、公益目的事業の資産取得資金として管理されており、既存建物の改修等の財源とするために積
み立てている。 
（期末帳簿価額99,000,000円） 
20%は、収益事業等の資産取得資金として管理されており、既存建物の改修等の財源とするために積み
立てている。 
（期末帳簿価額33,000,000円） 
20%は、法人管理活動用の資産取得資金として管理されており、既存建物の改修等の財源とするために
積み立てている。 
（期末帳簿価額33,000,000円） 

165,000,000

記念事業引当資産 常陽銀行県庁支店
1314575等

特定費用準備資金として管理されており、支部の70周年記念事業の為に積み立てている。 
（期末帳簿価額36,300,000円） 

36,300,000

退任慰労引当資産 三菱UF信託銀行新宿支
店5893671等

役員の退任慰労金支払いの財源として積み立てている。 9,329,582

預り保証金引当資産 りそな銀行新都心営業
部3070082等

預り保証金の財源を管理するため、積み立てている。 12,430,000

16,894,567,780

その他固定資産 土地 165.79㎡宮城県仙台市
青葉区木町通2-1-3等

自己所有の土地である。共有財産であるため、使用面積の割合により、下記の通り按分している。 
60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額144,274,353円） 
20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 
（期末帳簿価額48,091,451円） 
20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 
（期末帳簿価額48,091,451円） 

283,244,292

2313㎡　福島県郡山市
熱海町熱海5-40

公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。（賃貸事業） 
（期末帳簿価額33,840,275円） 

106.7㎡　群馬県吾妻郡
嬬恋村大字鎌原字大カ
イシコ1516-21等

公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。（福祉事業） 
（期末帳簿価額8,946,762円） 

建物 全体：2,016.54㎡　東
京都渋谷区千駄ヶ谷5-
4-6 
（事務所　2階390.48㎡
3階367.06㎡）等

自己所有の建物である。共有財産であるため、使用面積の割合により、下記の通り按分している。 
60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額658,112,826円） 
20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 
（期末帳簿価額219,370,940円） 
20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 
（期末帳簿価額219,370,940円） 

1,437,741,989

特定資産合計
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1685㎡　鉄筋コンク
リート旅館4階建他 
福島県郡山市熱海町熱
海5-40

公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。（賃貸事業） 
（期末帳簿価額329,478,023円） 

45.38㎡　群馬県吾妻郡
嬬恋村大字鎌原字大カ
イシコ1516-21-34　Ｂ-
207等

公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。（福祉事業） 
（期末帳簿価額11,409,260円） 

建物附属設備 電話交換機、電力引込
設備他等

各事業及び管理業務で使用している。 33,696,089

構築物 舗床他等 各事業及び管理業務で使用している。 12,997,021

機械装置 厨房機器他等 各事業及び管理業務で使用している。 1,473,201

車両運搬具 除雪機 収益事業等に使用している。 1

什器備品 会計システムサーバ他
等

各事業及び管理業務で使用している。 18,952,655

電話加入権 事務所用等 各事業及び管理業務で使用している。 1,493,547

ソフトウェア 新電算システム他 共有財産であるため、使用割合により、下記の通り按分している。 
60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額27,640,349円） 
20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 
（期末帳簿価額9,213,450円） 
20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 
（期末帳簿価額9,213,450円） 

51,780,207

奨学システム等 公益目的保有財産であり、教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額4,925,520円） 

セキュリティーシステ
ム。支部内セキュリ
ティーシステム
（SKYSEA）

公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 
（期末帳簿価額787,438円） 

その他無形固定資産 エクシブホテル鳴門 各事業及び管理業務で使用している。（福祉事業） 
（期末帳簿価額7,624,313円） 

7,624,313

商標権 「教弘」 公益目的保有財産であり、使用料を教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額84,625円） 

84,625
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敷金・保証金 役員社宅敷金・グリー
ンキャブ・AED保証金等

共有財産であるため、使用割合により、下記の通り按分している。 
60%は、公益目的保有財産として、教育振興事業に使用している。 
（期末帳簿価額14,899,234円） 
20%は、公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として、収益事業等に使用している。 
（期末帳簿価額4,966,411円） 
20%は、公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。 
（期末帳簿価額4,966,411円） 

58,177,456

厚生施設利用権　紀州
鉄道等

公益目的事業に必要な収益目的等の用に供する財産であり、収益事業等に使用している。（福祉事業） 
（期末帳簿価額33,345,400円） 

出資金 中央労働金庫等 出資金として 4,680,100

投資有価証券 公益目的保有財産であり、運用益を教育振興事業に使用している。 9,485,775

1,921,431,271

32,435,779,435

34,738,804,123

（流動負債）

未払金 3月分業者支払未払分他 各事業及び管理業務で使用する物品等の未払等である。 86,828,886

前受金 ㈱日教弘等 4月分3階家賃等 2,758,900

預り金 2-3月分社会保険料等 職員の社会保険料等 75,454,779

仮受金 会員負担金 会員向け巡回健康診断受診料本人負担分 4,288,511

未払法人税等 法人住民税 2,875,700

未払消費税等 18,321,200

190,527,976

（固定負債）

退職給付引当金 職員に対するもの 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 578,310,219

退任慰労引当金 役員に対するもの 役員に対する退任慰労金の支払いに備えたもの 9,329,582

預り保証金 ㈱日教弘等 3F事務所賃貸　保証金として 12,430,000

600,069,801

790,597,777

33,948,206,346

流動負債合計

　　正味財産

固定負債合計

　　負債合計

固定資産合計

　　資産合計

その他固定資産合計


