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（流動資産）

　 現金 手元保管等 運転資金として 2,375,267

　 当座預金 みずほ銀行神田支店
NO.15493等

運転資金として 3,183,813

　 振替貯金 郵便局00100-8-155407等 運転資金として 21,139,375

　 普通預金 みずほ銀行新宿支店
5626950等

運転資金として 2,316,626,748

　 定期預金 三菱東京UFJ新宿中央支
店4752419等

運転資金として 100,240,000

　 未収金 奨学貸与事業特別会計繰
越分の戻し等

29,377,126

　 貯蔵品 ギフトカタログ・図書
カード等

結婚祝・出産祝・管理職昇任新採用祝等 281,910

　 有価証券 SMBC日興證券　利付国債
第107回（5年）等

運用益を各事業及び管理業務で使用している。 1,740,280

　 前払金 ライフサポートクラブ利
用料4-1月分他等

72,645,350

　 立替金 互助掛金等 18,077,313

　 仮払金 雇用保険料先払分等 422,571

2,566,109,753

（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。 3,172,097,084

一般基本財産証券 野村證券　第396回国庫
短期証券等

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2,822,445,493円）

2,823,585,493

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目

財産目録

（単位：円）

金額

流動資産合計
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㈱千葉教弘等 出資金として
（期末帳簿価額1,140,000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191,588,987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63,862,995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63,862,995円）

390,519,927

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。
（期末帳簿価額71,204,950円）

指定基本財産建物 長崎県長崎市筑後町2-1
540.17㎡

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10,676,123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3,558,707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3,558,707円）

146,287,951

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。
（期末帳簿価額128,494,414円）

指定基本財産預金 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。 3,543,769,027

指定基本財産証券 みずほ証券　第316回利
付国債（2年）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2,672,623,610円）

2,721,103,610

株式会社都教弘等 出資金として
（期末帳簿価額48,480,000円）

13,459,793,092

特定資産 奨学貸与積立資産 りそな銀行新都心営業部
4215586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。 14,632,840,023

義援給付積立資金 りそな銀行新都心営業部
3070082

特定費用準備資金として管理されており、教育振興事業の義援給付奨学金の財源として使用してい
る。

413,290,000

義援給付積立資金（指定） 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、教育振興事業の義援給付奨学金の財源として使用してい
る。

144,000,000

退職給付引当資産 りそな銀行新都心営業部
4215272等

職員の退職金支払いの財源として積み立てている。 437,208,032

基本財産合計
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減価償却引当資産 東北労働金庫福島支店
普通3186080等

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。 358,084,807

会館施設引当資産 りそな銀行新都心営業部
3070082等

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。 96,870,000

記念事業引当資産 北洋銀行本店4523117等 支部の60周年記念事業の為に積み立てている。 201,764,269

退任慰労引当資産 三菱UF信託銀行新宿支店
5893671

役員の退任慰労金支払いの財源として積み立てている。 8,761,665

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

16,305,248,796
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287,264,941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95,754,980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95,754,980円）

522,061,938

2313㎡　福島県郡山市熱
海町熱海5-40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。
（期末帳簿価額43,287,037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760,869,170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253,623,056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253,623,056円）

1,669,503,667

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。
（期末帳簿価額401,388,385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。 55,476,248

構築物 舗床他等 各事業及び管理業務で使用している。 22,987,884

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。 1,133,933

車両運搬具 除雪機 収益事業等に使用している。 1

特定資産合計
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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。 25,308,320

その他有形固定資産 絵画 500,000

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。 1,732,622

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58,178,239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19,392,747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19,392,747円）

100,455,307

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3,491,574円）

商標権 「教弘」 自己所有の商標権である。共有財産であるため、共済事業規程により、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91,395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30,465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30,465円）

152,325

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19,388,700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6,462,900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6,462,900円）

73,902,400

厚生施設利用券　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。
（期末帳簿価額41,587,900円）

出資金 中央労働金庫等 出資金として 4,702,300

投資有価証券 運用益を各事業及び管理業務で使用している。 23,914,000

2,501,830,945

32,266,872,833

34,832,982,586

（流動負債）

未払金 3月分社会保険料等 63,026,923

固定資産合計

　　資産合計

その他固定資産合計
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前受金 ㈱日教弘等 4月分3階家賃等 2,344,200

預り金 3月分社会保険料等 本部職員の社会保険料等 272,759,736

仮受金 巡回健診受診料等 巡回健診受診料等 3,259,984

未払法人税等 法人住民税等 2,878,800

344,269,643

（固定負債）

退職給付引当金 職員に対するもの等 職員に対する退職金の支払いに備えたもの等 441,816,212

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 8,761,665

預り保証金 ㈱日教弘等 3F事務所賃貸　保証金として等 12,430,000

463,007,877

807,277,520

34,025,705,066　　正味財産

固定負債合計

　　負債合計

流動負債合計


