
財　　産　　目　　録

公益財団法人さわやか福祉財団 （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）

現金預金 9,158,577
　現金 手許保管 運転資金として　　　　　　 　　　　　 3,026,759
　普通預金 運転資金として 5,908,410

三井住友銀行浜松町支店 4,054,424
三井住友銀行浜松町支店 353
三菱東京UFJ銀行浜松町支店 483,780
三菱東京UFJ銀行浜松町支店 514,831
三菱東京UFJ銀行浜松町支店 30
みずほ銀行浜松町支店 39,738
りそな銀行芝支店 303,783
東京厚生信用組合浅草支店 86,860
中央労働金庫新橋支店 21,432
さわやか信用金庫東京港支店 403,179
三井住友銀行浜松町支店 0

　郵便貯金 運転資金として 223,408
ゆうちょ銀行０１９支店 223,408

未収金 10,789,235
飯島貴美子　 借地賃貸料 6,077,000
墨田区・足立区賃貸者７１名 借地借家賃貸料 3,132,711
富岡市会計管理者 Ｈ２４年度ふれあい社会実現拠点づくり 945,000
株式配当金 上場株式配当金未取立て券 604,337
港区産業・地域振興課支援部他 Ｈ２４年度港区ＮＰＯ活動補助事業　他 30,187

前払金 公財)公益法人協会 Ｈ２５年度　年会費 72,000
貯蔵品 手許保管 パンフレット、会報他 5,417,422

流動資産合計 25,437,234
（固定資産）

特定資産 3,229,928,346
基礎財産 816,478,900
　土地 貸宅地他　　8,404.91㎡ 814,578,000
　建物 貸家他　　　　140.20㎡ 1,900,900

ふれあい遺贈基金 2,236,742,412
　関美江基金 156,631,426

普通預金
　　三井住友銀行浜松町支店

公益目的事業のための指定正味財産として
使用している

136,224,450
財）ＪＫＡ未収金 公益目的事業のための指定正味財産として

いる普通預金から、未収金回収までの間、資
金を公益目的事業に貸し出している。 20,406,976

　松岡廣子基金 公益目的事業のための指定正味財産として
使用している 473,313,409

普通預金
　　三井住友銀行浜松町支店 294,365,156
みずほ証券大阪支店 64,516,031
高木証券本店 114,432,222

　石河丒雄基金 普通預金
　　三井住友銀行浜松町支店

公益目的事業のための指定正味財産として
使用している

275,711,738
　大友恭子基金 普通預金

　　三井住友銀行浜松町支店
公益目的事業のための指定正味財産として
使用している

9,444,698
　齋藤記念会基金 公益目的事業のための指定正味財産として

使用している 1,237,622,537
普通預金
　　三井住友銀行浜松町支店 106,285,042
野村証券成城支店 173,666,508
㈲齋藤記念会　出資金 99,913,600

平成25年3月31日現在

法人の基礎となる財産であり、収益事業として
使用している



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
規子㈲　出資金 51,627,960
土地：東向島２-151-23他 698,918,987
建物：東向島2-47-3他 5,138,414
　建物減価償却累計額 ▲ 1,338,615
貸付債権 103,178,000
　規子㈲　43,178,000.
　富久㈱　60,000,000.
立替債権  規子㈲ 235,788
特定資産管理費 ▲ 3,147

平栗稔基金 公益目的事業のための指定正味財産として
使用している 47,018,604

普通預金
　　三井住友銀行浜松町支店 42,818,604
土地：名古屋市千種区清住町2-38-2 2,394,000
建物：名古屋市千種区清住町2-38-2 1,806,000

小島正治基金
公益目的事業のための指定正味財産として
使用している 37,000,000

土地：大田区東嶺町3-3 36,185,500
建物：大田区東嶺町3-3 814,500

ブロック協働促進
費用準備資金

普通預金
　　三井住友銀行浜松町支店

公益目的事業のための指定正味財産として
使用している

30,643,419

普通預金
　三井住友銀行浜松町支店

100,495,372

寄付義援金

公益目的事業のための指定正味財産として
使用している 2,102,218

普通預金
　　三井住友銀行浜松町支店 1,804,628
郵便貯金
　　ゆうちょ銀行０１９支店 297,590

財団義援金
公益目的事業のための指定正味財産として
使用している

普通預金
　　三井住友銀行浜松町支店 32,660,025

預り保証金引当
資産

普通預金
　みずほ銀行浜松町支店

収益事業建物賃貸契約保証金

806,000

地域通貨財団義
援金

普通預金
　みずほ銀行浜松町支店

公益目的事業のための指定正味財産として
使用している。

10,000,000
その他固定資産 7,591,548

什器備品 財団内 145,613
パソコン(EndeavorPro3300) 14,742
パソコン（ｓｏｎｙ　pcvr25267) 2,594
タイルカーペット 14,175
引き戸 114,102

電話加入権 財団内 法人の基礎となる財産であり、公益目的保有
財産として86%、収益事業１%、管理で13%使用
している

749,840

敷金 財団賃借事務室敷金 法人の基礎となる財産であり、公益目的保有
財産として86%、収益事業１%、管理で13%使用
している

6,696,095

3,237,519,894
資産合計 3,262,957,128

（流動負債）

未払金 4,055,208
３月分法定福利費 事業共通経費 1,621,131

東京都補助金返還額 「地域支え合い体制づくり事業」 631,000

公財)公益法人協会 非営利法人法研究会 480,000

勤労者ボランティ
ア促進費用準備
資金

財）勤労者リフレッシュ事業振興財団よりの寄
附金であり、勤労者のボランティア活動を促進
するのための資金として指定正味財産として
いる

法人の基礎となる財産であり、公益目的保有
財産として86%、収益事業１%、管理で13%で費
用按分し使用している

土地、建物は収益事業として、使用している

固定資産合計



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
日本印刷㈱ 2月号追加印刷代 240,240

ＪＰビズメール㈱ 3月広報誌発送 229,078

ＮＴＴファイナンス㈱ ３月分dｏcomo通信料 200,807

ＮＰＯ法人　たすけあい佐賀 会議費(寄付文化普及研究会） 105,960

リコージャパン㈱ カラーコピー代 85,999

ヤマト運輸㈱ ３月分宅急便代 83,413

㈲ジェイテイエム ＨＰ作成費他 73,500

㈱三井住友カード ㈱ﾃﾞﾙＰＣ　他 72,940

高橋旅館 3月分宿泊代 45,990

大嘉倉庫㈱ ３月分　文書保管料 34,839

ニフティー㈱ 2月・3月利用料 25,193

㈱志正堂 3月分文具代 21,560

サミット印刷㈱ 印刷代　「地域包括ケアの町」 21,000

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ ３月分フレッツ光利用料 12,396

オリエンタルフローリスト㈱ 花代 11,550

㈱リオ 3月分　仙台事務所電気料 10,055

古川　寛 公正証書ｺﾋﾟｰ代（蒲田公証人役場） 10,000

日経メディアマーケッティング㈱ 3月テレコン２１利用料 8,400

ｵﾌｨｽﾃﾞﾎﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ＯＤペーパーカップ他 7,426

㈱東海新報社 購読料 6,600

第一ﾘｰｽ 3月リース料（ＭＳシュレダー） 5,460

㈱三井住友銀行 ３月振込手数料 4,200

トーホクガス㈱ 3月分　仙台事務所ガス料 3,630

東北電力㈱ 3月使用料 2,841

前受金 941,830

会員113名 Ｈ２５年度　年会費 880,000

借地人３件分 4月～5月賃貸料 59,580

一宮市 Ｈ２５年4月～12月購読料 2,250
預り金 761,886

職員等源泉所得税 職員給与、報酬等の源泉税預り分 533,834
社会保険料 職員給与に係る社会保険料預かり分 139,152
住民税 職員給与に係る住民税預かり分 88,900

5,758,924
（固定負債）

退職給付引当金 公益目的事業にかかる使用人分 2,229,018
預かり保証金 賃貸事業の預かり保証金 収益事業で使用 806,000

3,035,018
8,793,942

3,254,163,186

流動負債合計

固定負債合計
負債合計
正味財産合計


	（財産目録旧）ＮＯなし

