
財　　産　　目　　録

公益財団法人さわやか福祉財団 （単位：円）
使用目的等 金額

20,615,126

手許保管 運転資金として　　 1,273,710

手許保管 通信用として 94,106

18,144,751

三井住友銀行 浜松町 運転資金として 13,802,731

三菱東京UFJ銀行　浜松町 運転資金として 710,907

三菱東京UFJ銀行　浜松町 収益事業運転資金として 1,190,495

みずほ銀行 　浜松町 運転資金として 1,083,125
りそな銀行　　　 芝 運転資金として 743,163

中央労働金庫 　新橋 運転資金として 287,534

さわやか信用金庫　 東京港 運転資金として 326,796

ゆうちょ銀行　 ０１９支店 運転資金として  1,102,559

4,136,122
塩瀬貞子他　墨田・足立区賃貸者51件　借地借家賃貸料 収益事業として 3,237,848
社福）綾瀬市社会福祉協議会他13件　講師謝礼及び交通費 公益事業として 849,030
川崎市健康福祉局他10件　「担い手の掘り起こしキット」 公益事業として 43,244
一宮市他1件 公益事業として 6,000

前　 払 　金 中村秀一　　　　委託契約料　H29.4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 4,790,952

仮　 払 　金 公益事業として 1,399,676

特非）みんなのくらしターミナル 熊本地震支援 767,306

さわやか九州1ブロック　南阿蘇ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ竹田ﾍﾞｰｽｷｬﾝﾌﾟ支援 432,370

森上淑美氏 対談謝礼の返金 200,000

31,141,876

特 定 資 産 3,579,212,428

基 礎 財 産 1,538,846,083
814,578,000

平成25年　貸宅地他　　 墨田区東向島２－151-23他 699,561,432
平成27年　貸宅地他　　 中央区日本橋大伝馬町７-１０他 24,641,685
平成16年　貸家　　　   墨田区東向島６－１１他 64,960
平成25年　貸家　　　　　墨田区東向島２－４７-２他 6

  ふれあい遺贈基金 1,917,624,886

305,451,281
三井住友銀行　　浜松町　普通 278,101
みずほ証券大阪支店 119,356,256
高木証券本店 185,816,924
三井住友銀行　　浜松町　普通 207,211,738

521,417,510
三井住友銀行　　浜松町　普通 285,219,989
野村証券成城支店　上場株式 236,197,521
三井住友銀行　　浜松町　普通 485,000,000
三井住友銀行　　浜松町　普通 43,905,618
三井住友銀行　　浜松町　普通 29,932,905

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 109,904,675
三井住友銀行　　浜松町　普通 57,927,393
三井住友銀行　　浜松町　普通 19,998,812

14,043,006
三井住友銀行　　浜松町　普通 13,927,000

記念切手・記念硬貨 116,006
31,984,985

三井住友銀行　　浜松町　普通 17,432,909

1,038,164

13,750,000
△ 236,088

三井住友銀行　　浜松町　普通 90,345,772
三井住友銀行　　浜松町　普通 500,000

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

91,529,227

建物：ふじみ野市鶴ヶ舞1-91-1　　　88.31㎡

建物：ふじみ野市鶴ヶ舞1-91-1　　206.00㎡

㈱協和清掃運輸　橋本自宅片付け他 (未払金）

綱川光子基金

須永道子基金

勤労者ボランィア
1 促進費用準備資金

橋本武義基金

石河丒雄基金
齋藤記念会基金

伊藤和子基金

遠藤利枝基金

森川秀子基金

近持弘子基金

富 久 基 金

平 栗 稔 基 金

小島正治基金

原田愛子基金

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松岡廣子基金

切 手 金 券

普 通 預 金

未 収 金

流 動 資 産 合 計

（固 定 資 産）

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 平成16年　貸宅地他　　 墨田区東向島６－１１他

建 物

郵 便 貯 金

現 金

平成 ２９ 年 ３ 月 31 日現在

貸 借 対 照 表 科 目 場所・物量等

（流 動 資 産）

現 金 預 金



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

1,460,766

寄 付 義 援 金 17,473,974
三井住友銀行　　浜松町　普通 14,688,023
ゆうちょ銀行　　０１９支店　振替 83,000
ゆうちょ銀行　　０１９支店　振替 2,602,951
みずほ銀行　　 　浜松町　普通 100,000

財 団 義 援 金 5,821,663
三井住友銀行　　浜松町　普通 1,826,489
三井住友銀行　　浜松町　普通 3,995,174

4,002,000
ゆうちょ銀行　　０１９支店　振替 32,000
みずほ銀行　　　浜松町　普通 3,970,000

りそな銀行　　　芝支店
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 1,617,829

みずほ銀行　　　浜松町　普通 収益事業賃貸契約保証金 836,000

6,250,827
什器備品 財団内 67,627

パソコン(EndeavorPro3300) 2,950

タイルカーペット 2,839

引き戸 61,838

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

3,585,463,255
資産合計 3,616,605,131

（流 動 負 債）

未　払　金 4,060,472
日本印刷株式会社 新体験ｹﾞｰﾑｷｯﾄ 1,406,322

さわやか九州１ブロック　　 新地域支援フォーラム実施分 1,073,060

三井住友ｶｰﾄﾞ株式会社 3月請求分 388,837

株式会社東京映画社 ＤＶＤ作成費用 273,240

ヤマト運輸株式会社 3月送料 151,036

リコー・ジャパン株式会社 3月コピー代 83,917

稲葉ゆり子 研修会講師謝礼 55,685

サミット印刷㈱ 印刷代「助け合い創出ブック」他 69,012

さわやか北陸ブロック 新地域支援フォーラム 40,000

ニフティ株式会社 ２～３月ビジネスアカウント 20,952

さわやか中国ブロック 住民向け研修会 20,000

三井住友銀行浜松町支店 為替手数料 9,720
㈱東海新報社 購読料（１～３月） 6,780
オリエンタルフローリスト株式会社 アレンジメント代 11,880
株式会社ソフトクリエイト ３月メールシステム 15,595
株式会社ユメニチィー ３月派遣料 274,428
理工事務機株式会社 レーザ―環境トナー 59,450
大嘉倉庫㈱ ３月分　文書保管料 39,409
オフィス・デポ・ジャパン株式会社 ラベルシール 61,149

前　受　金 608,000
会　　員　102名 Ｈ２９年度　年会費 608,000

預　り　金 2,399,864
源泉税204条 報酬等の源泉税預り分 145,151
厚生年金保険料 職員給与に係る社会保険料預り分 794,307
健康保険料 職員給与に係る社会保険料預り分 863,645
源泉所得税 職員給与、報酬等の源泉税預り分 261,961
住民税 職員給与に係る住民税預り分 334,800

7,068,336
（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
9,135,821

3,607,469,310

流動負債合計

固定負債合計
負　債　合　計
正味財産合計

その他固定資産
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

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

 地域通貨特定寄付金 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

預り保証金引当資産

 地域通貨財団義援金

勤労者ボランィア
1 特別基金

公益財団法人さわやか福祉財団 （単位：円）
使用目的等 金額貸 借 対 照 表 科 目 場所・物量等


