
財　　産　　目　　録

公益財団法人さわやか福祉財団 （単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額

25,688,528
手許保管 運転資金として　　　　　　 　　　 575,995
手許保管 通信用として 116,465

運転資金として 23,656,330
三井住友銀行 浜松町　　　　 　　　　　　　 16,540,200
三菱東京UFJ銀行　浜松町　　 　　   1,339,824
三菱東京UFJ銀行　浜松町　　　 　　　 　　　　　　　 345,040
みずほ銀行 　浜松町                 　　 2,991,799
りそな銀行　　　 芝                      　　  1,843,751
中央労働金庫 　新橋                   28,493
さわやか信用金庫　 東京港      567,223
ゆうちょ銀行　 ０１９支店 運転資金として     1,339,738

3,701,762
塩瀬貞子他　墨田・足立区賃貸者52名　借地借家賃貸料 収益事業として 3,004,733
キャノン㈱他２件　　株式配当金 公益事業として 401,500
全国社会福祉協議会　原稿料(生活支援ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ第３巻) 公益事業として 284,125
福）法人浜松市社会福祉協議会(時間通貨体験ｹﾞｰﾑｷｯﾄ） 公益事業として 11,404

前　 払 　金 中村秀一　　　　委託契約料　H28.4月分 公益事業として 200,000
貯　 蔵　 品 手許保管　　　パンフレット、会報他 公益事業として 3,013,859
遺言執行仮受資産 故綱川光子遺言執行者仮受資産 公益事業として 71,807,427

三井住友銀行　浜松町　普通 70,498,023
諸立替支払額 1,309,404

104,411,576

特 定 資 産 3,625,326,719
基 礎 財 産 814,789,120

貸宅地他　　8,404.91㎡  墨田区東向島６－１１他 814,578,000
貸家　　　　 　45.36㎡     墨田区東向島６－１１他 211,120

  ふれあい遺贈基金 2,689,436,629
362,203,342

三井住友銀行　　浜松町 普通 114,365,156
みずほ証券大阪支店 97,896,471
高木証券本店 149,941,715

三井住友銀行　　浜松町　普通
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

三井住友銀行　　浜松町　普通 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

1,763,318,936
三井住友銀行　　浜松町　普通 725,261,392
野村証券成城支店　上場株式 218,812,673
規子㈲　出資金 51,627,960
規子㈲　貸付債権 43,178,000
規子㈲　立替債権 235,788
土地：東向島２-151-23他 724,203,117
建物：東向島2-47-3他 6

三井住友銀行　　浜松町　普通
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 43,905,618

三井住友銀行　　浜松町　普通
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 34,932,905

1,044,318
三井住友銀行　　浜松町　普通 1,043,127
土地：北海道茅部郡森町字栄町35-99　331㎡ 1,191

三井住友銀行　　浜松町　普通
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 9,999,028

三井住友銀行　　浜松町　普通
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 109,905,539

三井住友銀行　　浜松町　普通
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 57,928,257

三井住友銀行　　浜松町　普通
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 19,999,244

1,043,006

927,000
記念切手・記念硬貨 116,006

森川秀子基金

近持弘子基金

平成 ２8 年 ３ 月 31 日現在

（流 動 資 産）
現 金 預 金

現 金
切 手 金 券

小島正治基金

原田愛子基金

未 収 金

建 物

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

土 地

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

石河丒雄基金

大友恭子基金

齋藤記念会基金

収益事業として使用している

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

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

貸 借 対 照 表 科 目

郵 便 貯 金

流 動 資 産 合 計
（固 定 資 産）

藤原俊雄基金

三井住友銀行　　浜松町　普通
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

伊藤和子基金

遠藤利枝基金



場所・物量等 使用目的等 金額貸 借 対 照 表 科 目

三井住友銀行    浜松町　普通

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

93,558,587

みずほ銀行      浜松町　普通

財）余暇厚生文化財団の解散に
伴う残余財産受入で、勤労者の
ふれあい・たすけあい等の地域
活動へとつながるきかっけとなる
モデルを全国に募る

1,461,090

寄 付 義 援 金
13,398,392

13,388,392
ゆうちょ銀行　　　 ０１９支店 10,000

財 団 義 援 金
三井住友銀行    浜松町　普通

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 3,637,750

4,762,000
4,730,000

ゆうちょ銀行　　　　０１９支店 32,000

りそな銀行　　　　　０１９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 3,447,151

みずほ銀行　　　　浜松町　普通 収益事業賃貸契約保証金 836,000

6,266,843
什器備品 財団内 83,643

パソコン(EndeavorPro3300) (5,898)
タイルカーペット (5,673)
引き戸 (72,072)

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

5,433,360

3,631,593,562
資産合計 3,736,005,138

（流 動 負 債）

未　払　金 4,795,421
鶴山芳子　　　　　　　　　　　　 公益事業の立替旅費交通費他 1,491,240

さわやか九州１ブロック　　　　 新地域支援フォーラム会議旅費他 782,800

サミット印刷㈱　　　　　　　　　 印刷代「助け合い創出ブック」他 285,552

若葉台自治会　立ち上げ支援助成金　 「連合・愛のカンパ」 150,000

NPO法人たすけあい平田　　　　 チラシ・資料印刷代 16,500

さわやか北陸ブロック　　（新地域支援事業勉強会） 公益事業の立替交通費他 12,216

認定NPO法人えんがわ　　　　謝金 助け合い基金推進研究会講師 11,040
㈱東海新報社 購読料（１～３月） 6,780
にっぽん子育て応援団 平成２７年度業務委託費不足額 329,125
鈴木緑郎 公益事業の立替交通費他 6,120
東京都中央都税事務所 収益事業の不動産取得税 1,322,800
脇坂誠也 法人会計の報酬 300,000
大嘉倉庫㈱ ３月分　文書保管料 36,536
キャノンシステムアンドサポート㈱ メンテナンス料 32,400
オリックス㈱ リース料 12,312

前　受　金 892,250
会　　員　119名 Ｈ２８年度　年会費 743,000
馬場慶太　　　　　　　　地代（平成28.4～６） 収益事業の前受賃貸料 149,250

預　り　金 2,818,421
源泉税204条 報酬等の源泉税預り分 85,232
厚生年金保険料 職員給与に係る社会保険料預り分 653,040
健康保険料 職員給与に係る社会保険料預り分 621,743
源泉所得税 職員給与、報酬等の源泉税預り分 1,133,054
住民税 職員給与に係る住民税預り分 225,500
退職者 社会保険料預り分 99,852

遺言執行仮受金
　

80,313,519
（固定負債）
退職給付引当金 公益目的事業に係る使用人分 1,231,485
預り保証金 賃貸事業の預り保証金 収益事業に係る 836,000

2,067,485
82,381,004

3,653,624,134
負　債　合　計
正味財産合計

その他固定資産

勤労者ボランィア
1 特別基金

勤労者ボランィア
1 促進費用準備資
金

三井住友銀行　　浜松町　普通

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

   地域通貨特定寄付金

みずほ銀行　　　　浜松町　普通
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

71,807,427

流動負債合計

固定負債合計

   地域通貨財団義援金

預り保証金引当資産

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

固定資産合計

故綱川光子様遺言執行仮受金 遺言執行資産に対する対照
勘定


