
財産目録
平成31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

  預金 郵便振替貯金 運転資金として 11,672,388
      00190-5-102394 3,875,687

  (流動資産)
  現金 手元保管 運転資金として 1,021,027

  ﾍﾟｱﾚﾝﾂ会計
      00170-3-706121 1,904,212

      00100-6-133527 168,339
      00130-3-179240 5,724,150

      みずほ銀行・新宿中 5,191,086
  央支店1081589

  ｺﾞｰﾙﾄﾞﾘﾎﾞﾝ基金
  普通預金 運転資金として 149,003,684

      三菱UFJ銀行・ 756,946
  虎ノ門中央支店6303

      三井住友銀行・赤坂 11,177,476
  支店7081856

  公務部71476
      三菱UFJ銀行・ 391,471

  25
      三井住友銀行・東京 2,497,681

      三菱UFJ銀行・ 71,189,489
  虎ノ門支店4537598

  新橋駅前支店532129
  5

      三井住友銀行・飯田 699,345
  橋支店1216957

      りそな銀行・新橋支 1,186,388
  店1042506

      三井住友銀行・麹町 30,737
  支店8482252

      三井住友銀行・飯田 12,048,128
  橋支店1220022

      みずほ銀行・亀戸支 1
  店8090960

      みずほ銀行・亀戸支 255,779
  店2396898

      みずほ銀行・市ヶ谷 18,400
  支店1511352

      みずほ銀行・亀戸 1,031
  支店2439575

      三井住友銀行・浅草 4,220,415
  橋支店7228353

      りそな銀行・市ヶ谷 5,297,370
  支店1198445

      三井住友銀行・浅草 3,228,661
  橋支店7198650

      三井住友銀行・浅草 1,451,092
  橋支店7283261

      朝日信用金庫・豊島 537,331
  町支店0515277

      中央労働金庫・亀戸 1,527,010
  支店1391135

      三菱UFJ銀行・ 598,225
  船場支店0025668

      三菱UFJ銀行・ 518,039
  船場支店0025642

      三菱UFJ信託銀行・ 514,966
  本店3153129

      百五銀行・本店8613 20,569,773
  68

      三井住友信託銀行・ 1,826,100
  芝営業部1034551

      三菱UFJ信託銀行・ 84,705
  本店4499603

      みずほ信託銀行・本 214,700
  店5318009

      三井住友信託銀行・ 1,156,754
  本店3440052

      ゆうちょ・宮城支部 1,444
  口座

      ゆうちょ・北海道支 64,744
  部口座

      ゆうちょ・関東支部 86,458
  口座

      ゆうちょ・福島支部 135,834
  口座



      ゆうちょ・新潟支部 25,774
  口座

      ゆうちょ・長野支部 66,991
  口座

      ゆうちょ・福井支部 207,042
  口座

      ゆうちょ・富山支部 109,152
  口座

      ゆうちょ・関西支部 206,058
  口座

      ゆうちょ・静岡支部 18,095
  口座

      ゆうちょ・広島支部 53,405
  口座

      ゆうちょ・岡山支部 85,976
  口座

      ゆうちょ・愛媛支部 145,268
  口座

      ゆうちょ・香川支部 92,780
  口座

      ゆうちょ・九州北支 29,535
  部口座

      ゆうちょ・高知支部 76,932
  口座

      ゆうちょ・熊本支部 42,909
  口座

      ゆうちょ・九州西支 61,953
  部口座

      ゆうちょ・沖縄支部 103,301
  口座

      ゆうちょ・鹿児島・ 20,621
  宮崎支部口座

      三井住友銀行・浅草 50,000
  橋支店7311833

      ゆうちょ・福井支部 125,168
  県難病連口座

  座
  未収金 700,520

      ゆうちょ・関西支 5,145
  部特別募集寄付口

  (固定資産)
    基本財産

      未収金 福井県 相談支援推進事業未収金 700,520
   流動資産合計 162,397,619

      三菱UFJ信託銀・ 110,000,000
  本店（定期預金28

  定期預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 300,000,000
事業の財源としている

  本店（定期預金00
  147306）

  002004）
      三菱UFJ信託銀・ 30,000,000

  ）
      三菱UFJ信託銀行 50,000,000

      三井住友信託銀行 110,000,000
  ・本店（定期預金

    特定資産
  退職給付引当資産 職員に対する退職金の支払に備えた積立資産 31,031,200

  ・本店(定期預金
  ）

  金）
      みずほ銀行・新宿 21,031,200

      朝日信用金庫・豊 10,000,000
  島町支店（定期預

  修繕積立資産 特定費用準備資金であり、宿泊施設運営事業 25,652,041
に係る施設の大規模修繕にそなえるための財

  中央支店（普通預
  金）

  田橋支店（普通預
  金）

源として管理している
      三井住友銀行・飯 24,644,290

  40）
  ペアレンツハウス運 公益目的保有財産であり、ペアレンツ運営の 58,071,186

      ﾍﾟｱﾚﾝﾂﾊｳｽ（郵便 1,007,751
  振替00130-3-1792

  田橋支店（普通預
  金）

営積立資産 財源として管理している
      三井住友銀行・飯 1,276,629

      三井住友銀行・飯 16,708,557



  金）指定
      ﾍﾟｱﾚﾝﾂﾊｳｽ（郵便 40,086,000

  田橋支店（普通預

  奨学金積立 公益目的保有財産であり、奨学金 159,418,807
資産 として管理している

  振替00130-3-1792
  40）

      郵便振替貯金（00 112,597,198
  130-3-179240）

      三井住友銀行・飯 35,921,485
  田橋支店

  土地 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 674,105,969
の施設に使用している

      りそな銀行・秋葉原 10,900,124
  支店1949002

  建物附属設備 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 25,407,653
の施設に使用している

  建物 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 1,023,162,546
の施設に使用している

  ソフトウェア 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 252,000
の用に供している

  什器備品 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 494,725
の用に供している

  芝営業部（定期預
  金）

  別途積立金 将来の支出に備えた積立資産 100,000,000
      三井住友信託銀・ 25,000,000

  320083）
      三菱UFJ信託銀行 20,000,000

      みずほ信託銀行・ 25,448,950
  本店（定期預金09

      三井住友信託銀行・本 20,000,000
  店（普通預金3440052

  ・本店（普通預金
  4499603）

  敷金 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 1,000,000
の用に供している

      みずほ信託銀行・本店 9,551,050
  （普通預金5318009）

  赤坂支店7081856 公益目的事業の財源として管理している
      りそな銀行・ 30,000,000

  療養助成積立資産 60,000,000
      三井住友銀行・ 公益目的保有財産であり、 30,000,000

事業の財源としている
    その他固定資産

  市ヶ谷支店1198445
  投資有価証券 外国公社債等 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 109,682,964

  什器備品 パソコン等 管理目的の用に供している 3,107,812
  土地 品川区北品川5-549-6 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 6,908,347

  建物 品川区北品川5-459-6 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 1,835,960
に供している

  (流動負債)
  一年内長期未払金 1,590,192

   固定資産合計 2,580,849,842
     資産合計 2,743,247,461

に供している
  ソフトウェア システム改修 管理目的の用に供している 718,632

  (固定負債)
  長期未払金 空調工事にかかる長期未払金 7,950,960

  預り金 源泉所得税等 869,884
   流動負債合計 2,460,076

     負債合計 41,442,236
     正味財産 2,701,805,225

  退職給付引当金 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 31,031,200
   固定負債合計 38,982,160


