1頁

財産目録
令和3年3月31日現在
（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

（流動資産）
現金

手元保管等

運転資金として

3,597,583

当座預金

みずほ銀行神田支店
NO.15493等

運転資金として

414,325

振替貯金

郵便局00100-8-155407等 運転資金として

16,941,515

普通預金

三菱UFJ信託銀行新宿支 運転資金として
店5893671等

3,265,296,325

定期預金

東邦銀行本店
等

未収金

2・3月分商標使用料等

貯蔵品

切手・レターパック等

前払金

4月分社宅費用他等

51,505,867

立替金

互助掛金等

21,452,386

仮払金

香典等

流動資産合計
（固定資産）
基本財産 一般基本財産土地

97137410 運転資金として

23,008,671
123,222,391

通信用在庫分等

弔意金等

2,701,833

30,000
3,508,170,896

855.43㎡ 渋谷区千駄ヶ 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。
谷5-4-6等
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

りそな銀行新都心営業部 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。
3070082等
（期末帳簿価額1,382,332,744円）

1,382,332,744

一般基本財産証券

一般担保259回住宅金融 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。
支援機構債等等
（期末帳簿価額4,871,245,353円）

4,871,245,353

2頁

財産目録
令和3年3月31日現在
（単位：円）

貸借対照表科目
指定基本財産土地

金額
164,576,671

場所・物量等
使用目的等
407.76㎡山口県周南市戎 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。
町2-3県教弘会館等
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80,650,003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26,883,334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26,883,334円）
1446.08㎡岩手県盛岡市 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）
三ツ割3-6-4等
（期末帳簿価額30,160,000円）

指定基本財産建物

指定基本財産預金
指定基本財産証券
基本財産合計
特定資産 奨学貸与積立資産

長崎県長崎市筑後町2-1 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。
71.53㎡
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17,860,500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5,953,500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5,953,500円）
1066.73㎡岩手県盛岡市
三ツ割3-6-4（1F～3F）
等
西武信用金庫千駄ヶ谷支
店普通2139791等

108,968,003

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79,200,503円）
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2,357,127,594円）

2,357,127,594

第284回日本高速道路保 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。
有債務返済機構債券等等 （期末帳簿価額3,979,799,265円）

3,979,799,265
13,526,479,630
14,625,538,982

千駄ヶ谷郵便局187535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14,625,538,982円）

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△69,000,000円）

奨学給付積立資金

りそな銀行新都心営業部 特定費用準備資金として管理されており、教育振興事業の給付奨学金の財源として使用している。
3070082
（期末帳簿価額1,015,200,000円）

1,015,200,000

教育振興事業積立資金

りそな銀行新都心営業部 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。
3070082等
（期末帳簿価額1,578,000,000円）

1,578,000,000

福祉事業積立資金

りそな銀行新都心営業部 特定費用準備資金として管理されており、福祉事業の財源として使用している。（福祉事業）
3070082
（期末帳簿価額66,666,667円）

退職給付引当資産

りそな銀行新都心営業部 職員の退職金支払いの財源として積み立てている。
3070082等

△

69,000,000

66,666,667
529,693,956

3頁

財産目録
令和3年3月31日現在
（単位：円）

貸借対照表科目
減価償却引当資産

場所・物量等
使用目的等
三井住友信託銀行浦和支 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。
店8113144等
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265,688,589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88,562,863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88,562,863円）

金額
442,814,315

会館施設引当資産

りそな銀行新都心営業部 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。
定期3446274等
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150,393,600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50,131,200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50,131,200円）

250,656,000

記念事業引当資産

北洋銀行本店1319977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120,038,000円）

120,038,000

退任慰労引当資産

三菱UF信託銀行新宿支店 役員の退任慰労金支払いの財源として積み立てている。
5893671

預り保証金引当資産

りそな銀行新都心営業部 預り保証金の財源を管理するため、積み立てている。
3070082等

特定資産合計
その他固定資産 土地

125.68㎡ 神奈川県横浜 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。
市中区若葉町3丁目43番 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。
地3等
（期末帳簿価額99,007,080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33,002,360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33,002,360円）
106.7㎡ 群馬県吾妻郡 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）
嬬恋村大字鎌原字大カイ （期末帳簿価額8,946,762円）
シコ1516-21等

8,011,665
12,000,000
18,579,619,585
602,893,539

4頁

財産目録
令和3年3月31日現在
（単位：円）

貸借対照表科目

建物

場所・物量等
使用目的等
東3,000.06㎡茨城県水戸 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）
市笠原町978番49
（期末帳簿価額418,500,000円）
西2,575.95㎡茨城県水戸
市笠原町978番53等
長崎県長崎市辻町212
1676.36㎡

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、管理業務に使用している。
（期末帳簿価額10,434,977円）

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569,628,680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189,876,225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189,876,225円）

金額

959,259,037

45.38㎡ 群馬県吾妻郡 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）
嬬恋村大字鎌原字大カイ （期末帳簿価額9,877,907円）
シコ1516-21-34 Ｂ-207
等
建物附属設備

電話交換機、電力引込設 各事業及び管理業務で使用している。
備他等

構築物

舗床他等

各事業及び管理業務で使用している。

3,889,558

機械装置

厨房機器他

各事業及び管理業務で使用している。

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。

20,599,420

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。

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9,262,798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3,087,599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3,087,599円）

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9,109,467円）

ﾘｺｰ

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1,240,800円）

34,050,660

982,240
25,788,263

5頁

財産目録
令和3年3月31日現在
（単位：円）

貸借対照表科目
その他無形固定資産

場所・物量等
エクシブホテル鳴門

使用目的等
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6,387,938円）

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33,850円）

敷金・保証金

役員社宅敷金・グリーン 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。
キャブ・AED保証金等
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13,395,862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4,465,287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4,465,287円）
厚生施設利用権
道等

出資金

33,850
55,671,836

紀州鉄 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）

中央労働金庫等

投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
（流動負債）
未払金

金額
6,387,938

4,165,300
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
1,723,207,417
33,829,306,632
37,337,477,528

3月分社会保険料等

71,084,256

前受金

家賃等

翌月分等

預り金

3月分社会保険料等

職員の社会保険料等

仮受金

データ伝送基本支払い分

未払法人税等

法人住民税等

未払消費税等

850,000
51,424,017
562,567
2,911,000
4,953,600

流動負債合計
（固定負債）

131,785,440
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

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

529,826,163
8,011,665

6頁

財産目録
令和3年3月31日現在
（単位：円）

貸借対照表科目
預り保証金
固定負債合計
負債合計
正味財産

場所・物量等
㈱日教弘等

使用目的等
3F事務所賃貸

保証金として等

金額
12,000,000
549,837,828
681,623,268
36,655,854,260

