
(単位：円）

科　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　減

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

⑴ 現金預金

現金 106,322 102,253 4,069 

普通預金 47,152,203 44,835,159 2,317,044 

現金預金合計 47,258,525 44,937,412 2,321,113 

⑵ その他流動資産

未収金 1,344,828 1,494,056 △ 149,228 

前払金 1,135,111 926,830 208,281 

立替金 31,340 0 31,340 

頒布品 329,568 307,496 22,072 

仮払金 86,034 106,549 △ 20,515 

その他流動資産合計 2,926,881 2,834,931 91,950 

流動資産合計 50,185,406 47,772,343 2,413,063 

２．固定資産

⑴ 特定資産

退職給付引当資産 49,496,714 49,993,893 △ 497,179 

財政調整積立資産 30,750,000 30,750,000 0 

会館建設準備積立資産 123,000,000 123,000,000 0 

建物修繕積立資産 5,000,000 5,000,000 0 

建物附属設備購入積立資産 500,000 500,000 0 

ＯＡ機器更新積立資産 6,000,000 4,500,000 1,500,000 

特定資産合計 214,746,714 213,743,893 1,002,821 

⑵ その他固定資産

土地 28,350,000 28,350,000 0 

建物 9,353,159 9,845,430 △ 492,271 

建物附属設備 990,211 1,170,461 △ 180,250 

什器備品 1,817,593 3,471,698 △ 1,654,105 

ソフトウェア 125,194 448,733 △ 323,539 

電話加入権 56,000 56,000 0 

敷金 2,110,000 2,110,000 0 

出資金 10,000 10,000 0 

その他固定資産合計 42,812,157 45,462,322 △ 2,650,165 

固定資産合計 257,558,871 259,206,215 △ 1,647,344 

資産合計 307,744,277 306,978,558 765,719 

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

未払金 2,094,322 1,621,273 473,049 

前受金 1,428,000 1,140,000 288,000 

預り金 148,420 470,207 △ 321,787 

仮受金 13,900 39,660 △ 25,760 

流動負債合計 3,684,642 3,271,140 413,502 

２．固定負債

退職給付引当金 49,496,714 49,993,893 △ 497,179 

固定負債合計 49,496,714 49,993,893 △ 497,179 

負債合計 53,181,356 53,265,033 △ 83,677 

Ⅲ　正味財産の部

１．一般正味財産 254,562,921 253,713,525 849,396 

（うち特定資産への充当額） (165,250,000) (163,750,000) (1,500,000)

正味財産合計 254,562,921 253,713,525 849,396 

負債及び正味財産合計 307,744,277 306,978,558 765,719 

貸  借  対  照  表
令和２年３月31日現在


	貸借対照表


貸借対照表

		貸  借  対  照  表 カシシャクタイテルヒョウ

		令和２年３月31日現在 レイワネンガツニチゲンザイ

								(単位：円） タンイエン

		科　　　　　目		当　年　度 トウトシド		前　年　度 マエトシド		増　　減 ゾウゲン

		Ⅰ　資産の部 シサンブ

		１．流動資産 リュウドウシサン

		⑴ 現金預金 ゲンキンヨキン

		現金 ゲンキン		106,322		102,253		4,069

		普通預金 フツウヨキン		47,152,203		44,835,159		2,317,044

		現金預金合計 ゲンキンヨキンゴウケイ		47,258,525		44,937,412		2,321,113

		⑵ その他流動資産 タリュウドウシサン

		未収金 ミシュウキン		1,344,828		1,494,056		△ 149,228

		前払金 マエバライキン		1,135,111		926,830		208,281

		立替金 タテカエキン		31,340		0		31,340

		頒布品 ハンプヒン		329,568		307,496		22,072

		仮払金 カリバライキン		86,034		106,549		△ 20,515

		その他流動資産合計 タリュウドウシサンゴウケイ		2,926,881		2,834,931		91,950

		流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ		50,185,406		47,772,343		2,413,063

		２．固定資産 コテイシサン

		⑴ 特定資産 トクテイシサン

		退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン		49,496,714		49,993,893		△ 497,179

		財政調整積立資産 ザイセイチョウセイツミタテシサン		30,750,000		30,750,000		0

		会館建設準備積立資産 カイカンケンセツジュンビツミタテシサン		123,000,000		123,000,000		0

		建物修繕積立資産 タテモノシュウゼンツミタテシサン		5,000,000		5,000,000		0

		建物附属設備購入積立資産 タテモノフゾクセツビコウニュウツミタテシサン		500,000		500,000		0

		ＯＡ機器更新積立資産 キキコウシンツミタテシサン		6,000,000		4,500,000		1,500,000

		特定資産合計 トクテイシサンゴウケイ		214,746,714		213,743,893		1,002,821

		⑵ その他固定資産 タコテイシサン

		土地 トチ		28,350,000		28,350,000		0

		建物 タテモノ		9,353,159		9,845,430		△ 492,271

		建物附属設備 タテモノフゾクセツビ		990,211		1,170,461		△ 180,250

		什器備品 ジュウキビヒン		1,817,593		3,471,698		△ 1,654,105

		ソフトウェア		125,194		448,733		△ 323,539

		電話加入権 デンワカニュウケン		56,000		56,000		0

		敷金 シキキン		2,110,000		2,110,000		0

		出資金 シュッシキン		10,000		10,000		0

		その他固定資産合計 タコテイシサンゴウケイ		42,812,157		45,462,322		△ 2,650,165

		固定資産合計 コテイシサンゴウケイ		257,558,871		259,206,215		△ 1,647,344

		資産合計 シサンゴウケイ		307,744,277		306,978,558		765,719

		Ⅱ　負債の部 フサイブ

		１．流動負債 リュウドウフサイ

		未払金 ミバライキン		2,094,322		1,621,273		473,049

		前受金 マエウケキン		1,428,000		1,140,000		288,000

		預り金 アズカキン		148,420		470,207		△ 321,787

		買掛金 カイカケキン		0		0		0

		仮受金 カリウケキン		13,900		39,660		△ 25,760

		流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ		3,684,642		3,271,140		413,502

		２．固定負債 コテイフサイ

		退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテキン		49,496,714		49,993,893		△ 497,179

		固定負債合計 コテイフサイゴウケイ		49,496,714		49,993,893		△ 497,179

		負債合計 フサイゴウケイ		53,181,356		53,265,033		△ 83,677

		Ⅲ　正味財産の部 ショウミザイサンブ

		１．一般正味財産 イッパンショウミザイサン		254,562,921		253,713,525		849,396

		（うち特定資産への充当額） トクテイシサンジュウトウガク		(165,250,000)		(163,750,000)		(1,500,000)

		正味財産合計 ショウミザイサンゴウケイ		254,562,921		253,713,525		849,396

		負債及び正味財産合計 フサイオヨショウミザイサンゴウケイ		307,744,277		306,978,558		765,719





正味財産増減計算書

		正 味 財 産 増 減 計 算 書 セイアジザイサンゾウゲンケイザンショ

		平成31年４月１日から令和２年３月31日まで ヘイセイネンガツニチレイワネンガツニチ

								(単位：円） タンイエン

		科　　　　　目		当　年　度 トウトシド		前　年　度 マエトシド		増　　減 ゾウゲン

		Ⅰ　一般正味財産増減の部

		１．経常増減の部

		⑴ 経常収益

		① 特定資産運用益		499,181		498,777		404

		特定資産受取利息		499,181		498,777		404

		② 受取入会金		30,010,000		35,490,000		△ 5,480,000

		受取入会金		29,750,000		35,250,000		△ 5,500,000

		受取事務手数料		260,000		240,000		20,000

		③ 受取会費		67,940,000		69,100,000		△ 1,160,000

		受取会費		67,940,000		69,100,000		△ 1,160,000

		④ 事業収益		24,192,862		25,657,490		△ 1,464,628

		受取研修受講料 ウケトリケンシュウジュコウリョウ		36,000		106,000		△ 70,000

		受取法定講習受講料 ウケトリホウテイコウシュウジュコウリョウ		9,408,000		10,692,000		△ 1,284,000

		岐阜県事務受託収益 ギフケンシュウエキ		1,334,828		1,474,056		△ 139,228

		宅建試験業務受託収益 タッケンシュウエキ		11,579,000		11,255,000		324,000

		頒布事業収益 ジギョウシュウエキ		176,250		212,650		△ 36,400

		受取会館賃貸料 ウケトリカイカンチンタイリョウ		1,077,084		1,114,584		△ 37,500

		保証協会事務受託収益 シュウエキ		581,700		803,200		△ 221,500

		⑤ 雑収益		1,331,475		1,230,671		100,804

		受取利息		122		143		△ 21

		雑収益		1,331,353		1,230,528		100,825

		経常収益計		123,973,518		131,976,938		△ 8,003,420

		⑵ 経常費用

		① 事業費		92,695,988		93,510,305		△ 814,317

		給料手当		30,505,702		29,680,817		824,885

		退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		2,381,754		2,203,642		178,112

		法定福利費		4,182,645		4,059,580		123,065

		福利厚生費		210,893		157,793		53,100

		会議費 カイギ		2,927,075		3,532,687		△ 605,612

		会場費 カイジョウ		2,440,433		2,102,760		337,673

		旅費交通費 リョヒ		4,632,159		5,236,421		△ 604,262

		通信運搬費		4,117,183		4,096,632		20,551

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2,170,534		2,988,932		△ 818,398

		頒布原価 ハンプゲンカ		123,423		135,474		△ 12,051

		消耗什器備品費 ショウモウジュウキ		47,765		19,250		28,515

		消耗品費		502,507		408,553		93,954

		広告費 コウコクヒ		3,455,953		3,710,141		△ 254,188

		修繕費		36,288		244,944		△ 208,656

		印刷費		4,976,281		5,457,219		△ 480,938

		図書費		201,562		203,406		△ 1,844

		水道光熱費 スイドウ		1,280,045		1,278,684		1,361

		賃借料 チンシャクリョウ		7,883,902		7,815,868		68,034

		保険料 ホケンリョウ		164,964		159,705		5,259

		諸謝金		4,797,328		4,624,091		173,237

		事務機使用料		2,879,112		2,634,328		244,784

		租税公課 ソゼイ		1,103,400		1,108,340		△ 4,940

		事務所管理費		1,054,398		1,048,560		5,838

		支払負担金 シハライフタンキン		9,024,080		9,169,360		△ 145,280

		委託費 イタクヒ		997,198		991,980		5,218

		雑費		599,404		441,138		158,266

		② 管理費		30,428,134		30,575,202		△ 147,068

		役員報酬 ヤクインホウシュウ		60,000		60,000		0

		給料手当		7,626,423		7,420,201		206,222

		退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		595,439		550,910		44,529

		法定福利費		1,045,655		1,014,897		30,758

		福利厚生費		52,724		39,449		13,275

		総会費		1,064,204		1,115,031		△ 50,827

		理事会費		470,584		633,485		△ 162,901

		諸会議費 ショカイギヒ		6,857,395		7,211,052		△ 353,657

		旅費交通費		827,944		1,182,215		△ 354,271

		通信運搬費		574,522		582,720		△ 8,198

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		479,631		639,235		△ 159,604

		消耗什器備品費		11,941		4,812		7,129

		消耗品費		112,539		96,081		16,458

		広告費 コウコク		3,518,178		2,781,000		737,178

		修繕費		332,472		61,236		271,236

		印刷費		143,577		169,290		△ 25,713

		図書費		188,089		186,107		1,982

		水道光熱費		320,005		319,635		370

		賃借料 チンシャクリョウ		1,879,428		1,874,976		4,452

		保険料 ホケンリョウ		378,536		383,860		△ 5,324

		諸謝金		653,714		653,714		0

		研修諸費 ケンシュウショヒ		20,200		18,202		1,998

		慶弔表彰費		529,860		1,037,190		△ 507,330

		事務機使用料		803,796		728,091		75,705

		租税公課		200,670		209,730		△ 9,060

		事務所管理費		263,580		262,128		1,452

		渉外費		635,108		592,613		42,495

		雑費		781,920		747,342		34,578

		経常費用計		123,124,122		124,085,507		△ 961,385

		当期経常増減額		849,396		7,891,431		△ 7,042,035

		２．経常外増減の部

		⑴ 経常外収益

		経常外収益計 ケイジョウガイシュウエキケイ		0		0		0

		⑵ 経常外費用

		① 棚卸資産廃棄損 タナオロシシサンハイキゾン		0		0		0

		頒布品廃棄損 ハンプヒンハイキゾン		0		0		0

		経常外費用計		0		0		0

		当期経常外増減額		0		0		0

		当期一般正味財産増減額		849,396		7,891,431		△ 7,042,035

		一般正味財産期首残高		253,713,525		245,822,094		7,891,431

		一般正味財産期末残高		254,562,921		253,713,525		849,396

		Ⅱ　指定正味財産増減の部

		当期指定正味財産増減額		0		0		0

		指定正味財産期首残高		0		0		0

		指定正味財産期末残高		0		0		0

		Ⅲ　正味財産期末残高		254,562,921		253,713,525		849,396





正味財産内訳表

		正味財産増減計算書内訳表 セイアジザイサンゾウゲンケイサンショウチヤクヒョウ

		平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

														(単位：円） タンイエン

		科　　　　　目		公益目的 コウエキモクテキ		収益事業等会計 シュウエキジギョウトウカイケイ						法人会計 ホウジンカイケイ		合　計 アケイ

				事業会計		収益事業 シュウエキジギョウ		共益事業 キョウエキジギョウ		小計 ショウケイ

		Ⅰ　一般正味財産増減の部 イッパンショウミザイサンゾウゲンブ

		　１．経常増減の部 ケイジョウゾウゲンブ

		　　⑴ 経常収益 ケイジョウシュウエキ

		　　　① 特定資産運用益 エキ		115,732		992		15,541		16,533		366,916		499,181

		　　　　特定資産受取利息 ウケトリ		115,732		992		15,541		16,533		366,916		499,181

		　　　② 受取入会金 ウケトリ		15,005,000		0		0		0		15,005,000		30,010,000

		　　　　受取入会金 ウケトリ		14,875,000		0		0		0		14,875,000		29,750,000

		　　　　受取事務手数料 ウケトリ		130,000		0		0		0		130,000		260,000

		　　　③ 受取会費 ウケトリ		33,970,000		0		0		0		33,970,000		67,940,000

		　　受取会費 ウケトリ		33,970,000		0		0		0		33,970,000		67,940,000

		　　　④ 事業収益 シュウエキ		22,357,828		1,077,084		757,950		1,835,034		0		24,192,862

		　　　　受取研修受講料 ウケトリケンシュウジュコウリョウ		36,000		0		0		0		0		36,000

		　　　　受取法定講習受講料 ウケトリホウテイコウシュウジュコウリョウ		9,408,000		0		0		0		0		9,408,000

		　　　　岐阜県事務受託収益 ギフケンシュウエキ		1,334,828		0		0		0		0		1,334,828

		　　　　宅建試験業務受託収益 タッケンシュウエキ		11,579,000		0		0		0		0		11,579,000

		　　　　頒布事業収益 ジギョウシュウエキ		0		0		176,250		176,250		0		176,250

		　　　　受取会館賃貸料 ウケトリカイカンチンタイリョウ		0		1,077,084		0		1,077,084		0		1,077,084

		　　　　保証協会事務受託収益 シュウエキ		0		0		581,700		581,700		0		581,700

		　　　⑤ 雑収益 エキ		131,000		0		972,023		972,023		228,452		1,331,475

		　　　　受取利息		0		0		0		0		122		122

		　　　　雑収益 エキ		131,000		0		972,023		972,023		228,330		1,331,353

		　　　経常収益計 ケイジョウシュウエキ		71,579,560		1,078,076		1,745,514		2,823,590		49,570,368		123,973,518

		　　⑵ 経常費用 ケイジョウヒヨウ

		　　　① 事業費 ジギョウヒ		78,237,693		460,013		13,998,282		14,458,295				92,695,988

		　　　　給料手当 キュウリョウテア		26,692,487		228,795		3,584,420		3,813,215				30,505,702

		　　　　退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		2,084,035		17,863		279,856		297,719				2,381,754

		　　　　法定福利費 ホウテイフクリヒ		3,659,819		31,365		491,461		522,826				4,182,645

		　　　　福利厚生費 フクリコウセイヒ		184,532		1,581		24,780		26,361				210,893

		　　　　会議費 カイギヒ		948,025		0		1,979,050		1,979,050				2,927,075

		　　　　会場費 カイジョウヒ		2,440,433		0		0		0				2,440,433

		　　　　旅費交通費 リョヒコウツウヒ		4,537,319		0		94,840		94,840				4,632,159

		　　　　通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		3,545,787		14,807		556,589		571,396				4,117,183

		　　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		1,930,716		14,390		225,428		239,818				2,170,534

		　　　　頒布原価 ハンプゲンカ		0		0		123,423		123,423				123,423

		　　　　消耗什器備品費 ショウモウジュウキビヒンヒ		41,794		359		5,612		5,971				47,765

		　　　　消耗品費 ショウモウヒンヒ		446,229		3,382		52,896		56,278				502,507

		　　　　広告費 コウコクヒ		3,455,953		0		0		0				3,455,953

		　　　　修繕費 シュウゼンヒ		31,752		272		4,264		4,536				36,288

		　　　　印刷費 インサツヒ		4,036,377		415		939,489		939,904				4,976,281

		　　　　図書費 トショヒ		201,562		0		0		0				201,562

		　　　　水道光熱費 スイドウコウネツヒ		1,120,040		9,602		150,403		160,005				1,280,045

		　　　　賃借料 チンシャクリョウ		6,944,188		56,379		883,335		939,714				7,883,902

		　　　　保険料 ホケンリョウ		145,151		1,174		18,639		19,813				164,964

		　　　　諸謝金 ショシャキン		4,797,328		0		0		0				4,797,328

		　　　　事務機使用料 ジムキシヨウリョウ		2,561,227		19,081		298,804		317,885				2,879,112

		　　　　租税公課 ソゼイコウカ		926,001		52,632		124,767		177,399				1,103,400

		　　　　事務所管理費 ジムショカンリヒ		922,590		7,916		123,892		131,808				1,054,398

		　　　　支払負担金 シハラフタンキン		4,991,040		0		4,033,040		4,033,040				9,024,080

		　　　　委託費 イタクヒ		997,198		0		0		0				997,198

		　　　　雑費 ザッピ		596,110		0		3,294		3,294				599,404

		　　　② 管理費 カンリ										30,428,134		30,428,134

		　　　　役員報酬 ヤクインホウシュウ										60,000		60,000

		　　　　給料手当										7,626,423		7,626,423

		　　　　退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ										595,439		595,439

		　　　　法定福利費 ホウテイフクリ										1,045,655		1,045,655

		　　　　福利厚生費										52,724		52,724

		　　　　総会費										1,064,204		1,064,204

		　　　　理事会費										470,584		470,584

		　　　　諸会議費 ショカイギ										6,857,395		6,857,395

		　　　　旅費交通費										827,944		827,944

		　　　　通信運搬費 ツウシンウンパンヒ										574,522		574,522

		　　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ										479,631		479,631

		　　　　消耗什器備品費 ショウモウジュウキビヒンヒ										11,941		11,941

		　　　　消耗品費 ショウモウヒンヒ										112,539		112,539

		　　　　広告費 コウコク										3,518,178		3,518,178

		　　　　修繕費 シュウゼンヒ										332,472		332,472

		　　　　印刷費 インサツヒ										143,577		143,577

		　　　　図書費										188,089		188,089

		　　　　水道光熱費										320,005		320,005

		　　　　賃借料 チンシャクリョウ										1,879,428		1,879,428

		　　　　保険料 ホケンリョウ										378,536		378,536

		　　　　諸謝金 ショシャキン										653,714		653,714

		　　　　研修諸費 ケンシュウショヒ										20,200		20,200

		　　　　慶弔表彰費 ヒョウショウ										529,860		529,860

		　　　　事務機使用料										803,796		803,796

		　　　　租税公課										200,670		200,670

		　　　　事務所管理費 ジムショカンリヒ										263,580		263,580

		　　　　渉外費										635,108		635,108

		　　　　雑費 ヒ										781,920		781,920

		　　　経常費用計 ケイジョウヒヨウケイ		78,237,693		460,013		13,998,282		14,458,295		30,428,134		123,124,122

		　　　当期経常増減額 トウキケイジョウゾウゲンガク		△6,658,133		618,063		△12,252,768		△11,634,705		19,142,234		849,396

		　２．経常外増減の部 ケイジョウガイゾウゲンブ

		　　⑴ 経常外収益 ケイジョウガイシュウエキ

		　　　経常外収益計		0		0		0		0		0		0

		　　⑵ 経常外費用 ケイジョウガイヒヨウ

		　　　経常外費用計 ケイジョウケイ		0		0		0		0		0		0

		　　　当期経常外増減額 トウキケイジョウガイゾウゲンガク		0		0		0		0		0		0

		　　　他会計振替前
　　　当期一般正味財産増減額 タカイケイフリカエゼントウキイッパンショウミザイサンゾウゲンガク		△6,658,133		618,063		△12,252,768		△11,634,705		19,142,234		849,396

		　　　他会計振替額 タカイケイフリカエガク		233,531		△233,531		0		△233,531		0		0

		　　　当期一般正味財産増減額 トウキイッパンショウミザイサンゾウゲンガク		△6,424,602		384,532		△12,252,768		△11,868,236		19,142,234		849,396

		　　　一般正味財産期首残高 イッパンショウミザイサンキシュザンダカ												253,713,525

		　　　一般正味財産期末残高 イッパンショウミザイサンキマツザンダカ												254,562,921

		Ⅱ　指定正味財産増減の部 シテイショウミザイサンゾウゲンブ

		　　　当期指定正味財産増減額 トウキシテイショウミザイサンゾウゲンガク		0		0		0		0		0		0

		　　　指定正味財産期首残高 シテイショウミザイサンキシュザンダカ												0

		　　　指定正味財産期末残高 シテイショウミザイサンキマツザンダカ												0

		Ⅲ　正味財産期末残高 ショウミザイサンキマツザンダカ												254,562,921

				62.8%		0.4%		12.2%		12.6%		24.6%		100.0%





財務注記

		財務諸表に対する注記 ザイムショヒョウタイチュウキ

		１．重要な会計方針 ジュウヨウカイケイホウシン

		⑴　有価証券の評価基準及び評価方法 ユウカショウケンヒョウカキジュンオヨヒョウカホウホウ

		満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）による。 マンキホユウモクテキサイケンショウキャクゲンカホウテイガクホウ

		⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法 タナオロシシサンヒョウカキジュンオヨヒョウカホウホウ

		頒布品……最終仕入原価法による。 ハンプヒンサイシュウシイレゲンカホウ

		⑶　固定資産の減価償却の方法 コテイシサンゲンカショウキャクホウホウ

		建物・建物附属設備・什器備品……定率法による。 タテモノタテモノフゾクセツビジュウキビヒンテイリツホウ

		ソフトウエア………定額法による。 テイガクホウ

		⑷　引当金の計上基準 ヒキアテキンケイジョウキジュン

		退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。 タイショクキュウフヒキアテキンキマツタイショクキュウヨジコツゴウヨウシキュウガクソウトウ

		⑸　リース取引の処理方法 トリヒキショリホウホウ

		通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。 ツウジョウチンタイシャクトリヒキカカホウホウジュンカイケイショリ

		⑹　消費税等の会計処理 ショウヒゼイトウカイケイショリ

		消費税等の会計処理は、税込方法による。 ショウヒゼイトウカイケイショリゼイコホウホウ

		２．特定資産の増減額及びその残高 トクテイシサンゾウゲンガクオヨザンダカ

		特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 トクテイシサンゾウゲンガクオヨザンダカツギ

		（単位：円） タンイエン

				科目 カモク																前期末残高 ゼンキマツザンダカ												当期増加額 トウキゾウカガク												当期減少額 トウキゲンショウガク												当期末残高 トウキマツザンダカ

				　退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン																49,993,893												3,768,599												4,265,778												49,496,714

				　財政調整積立資産 ザイセイチョウセイツミタテシサン																30,750,000												0												0												30,750,000

				　会館建設準備積立資産 カイカンケンセツジュンビツミタテシサン																123,000,000												0												0												123,000,000

				　建物修繕積立資産 タテモノシュウゼンツミタテシサン																5,000,000												0												0												5,000,000

				　建物附属設備購入積立資産 タテモノフゾクセツビコウニュウツミタテシサン																500,000												0												0												500,000

				　ＯＡ機器更新積立資産 キキコウシンツミタテシサン																4,500,000												1,500,000												0												6,000,000

				合計 ゴウケイ																213,743,893												5,268,599												4,265,778												214,746,714

		３．特定資産の財源等の内訳 トクテイシサンザイゲントウウチワケ

		特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 トクテイシサンザイゲントウウチワケツギ

		（単位：円） タンイエン

				科目 カモク																当期末残高 トウキマツザンダカ												（うち指定正味財産からの充当額） シテイショウミザイサンジュウトウガク												（うち一般正味財産からの充当額） イッパンショウミザイサンジュウトウガク												（うち負債に
対応する額） フサイタイオウガク

				　退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテシサン																49,496,714												―												―												( 49,496,714 )

				　財政調整積立資産 ザイセイチョウセイツミタテシサン																30,750,000												―												( 30,750,000 )												―

				　会館建設準備積立資産 カイカンケンセツジュンビツミタテシサン																123,000,000												―												( 123,000,000 )												―

				　建物修繕積立資産 タテモノシュウゼンツミタテシサン																5,000,000												―												( 5,000,000 )												―

				　建物附属設備購入積立資産 タテモノフゾクセツビコウニュウツミタテシサン																500,000												―												( 500,000 )												―

				　ＯＡ機器更新積立資産 キキコウシンツミタテシサン																6,000,000												―												( 6,000,000 )												―

				合計 ゴウケイ																214,746,714												―												( 165,250,000 )												( 49,496,714 )

		４．担保に供している資産 タンポキョウシサン

		該当事項はない。 ガイトウジコウ

		５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 コテイシサンシュトクカガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨトウキマツザンダカ

		固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 コテイシサンシュトクカガクゲンカショウキャクルイケイガクオヨトウキマツザンダカツギ

		（単位：円） タンイエン

				科目 カモク																取得価格 シュトクカカク																減価償却累計額 ゲンカショウキャクルイケイガク																当期末残高 トウキマツザンダカ

				　建物 タテモノ																59,280,000																49,926,841																9,353,159

				　建物附属設備 タテモノフゾクセツビ																2,847,010																1,856,799																990,211

				　什器備品 ジュウキビヒン																13,995,066																12,177,473																1,817,593

				　ソフトウエア																2,517,696																2,392,502																125,194

				合計 ゴウケイ																78,639,772																66,353,615																12,286,157

		６．保証債務等の偶発債務 ホショウサイムトウグウハツサイム

		該当事項はない。 ガイトウジコウ

		７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 マンキホユウモクテキサイケンウチワケナラチョウボカカクジカオヨヒョウカゾンエキ

		満期保有目的の債券の内訳並び帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。 マンキホユウモクテキサイケンウチワケナラチョウボカカクジカオヨヒョウカソンエキツギ

		（単位：円） タンイエン

				科目 カモク																帳簿価格 チョウボカカク																時価 ジカ																評価損益 ヒョウカソンエキ

				　第61回利付国債 ダイカイリツコクサイ																19,986,472																20,679,320																692,848

				　第61回利付国債 ダイカイリツコクサイ																12,491,544																12,924,575																433,031

				　第337回利付国債 ダイカイリツキコクサイ																49,929,250																51,021,150																1,091,900

				合計 ゴウケイ																82,407,266																84,625,045																2,217,779

		８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 ホジョキントウウチワケナラコウフシャトウキゾウゲンガクオヨザンダカ

		該当事項はない。 ガイトウジコウ

		９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 シテイショウミザイサンイッパンショウミザイサンフリカエガクウチワケ

		該当事項はない。 ガイトウジコウ

		10．関連当事者との取引の内容 カンレントウジシャトリヒキナイヨウ

		該当事項はない。 ガイトウジコウ

		11．重要な後発事象 ジュウヨウゴハツジショウ

		該当事項はない。 ガイトウジコウ

		附　属　明　細　書 フゾクアキラホソショ

		１．基本財産及び特定資産の明細 キホンザイサンオヨトクテイシサンメイサイ

		財務諸表に対する注記２.に記載の為省略 ザイムショヒョウタイチュウキキサイタメショウリャク

		２．引当金の明細 ヒキアテキンメイサイ

		（単位：円） タンイエン

				科目 カモク												期首残高 キシュザンダカ										当期増加額 トウキゾウカガク										当期減少額 トウキゲンショウガク																				期末残高 キマツザンダカ

																																				目的使用 モクテキシヨウ										その他 タ

				退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテキン												46,507,118										3,486,507																														49,993,625





財産目録

		財　産　目　録 ザイサンメロク

		令和２年３月31日現在 レイワネンガツニチゲンザイ

										(単位：円）

		貸借対照表科目 タイシャクタイショウヒョウカモク				場所・物量等 バショブツリョウトウ		使用目的等 シヨウモクテキトウ		金額 キンガク

		(流動資産) リュウドウシサン

		現金預金 ゲンキンヨキン		現金 ゲンキン		手元保管　本部 テモトホカンホンブ		運転資金として ウンテンシキン		106,322

				預金 ヨキン		普通預金 フツウヨキン		運転資金として ウンテンシキン

						岐阜信用金庫六条支店 ギフシンヨウキンコロクジョウシテン		本部 ホンブ		39,229,860

						岐阜信用金庫梅林支店 ギフシンヨウキンコバイリンシテン		岐阜中支部 ギフナカシブ		1,021,647

						岐阜信用金庫加納支店 ギフシンヨウキンコカノウシテン		岐阜南支部		534,023

						岐阜信用金庫福光支店 ギフシンヨウキンコフクミツシテン		岐阜北支部		626,252

						十六銀行本店 ジュウロクギンコウホンテン		本部 ホンブ		907,947

						十六銀行本店 ジュウロクギンコウホンテン		本部（講習） ホンブコウシュウ		702,477

						大垣共立銀行県庁前支店 オオガキキョウリツギンコウケンチョウマエシテン		本部 ホンブ		933,248

						大垣共立銀行美濃加茂支店 オオガキキョウリツギンコウミノカモシテン		中濃支部		1,263,432

						大垣西濃信用金庫本店 オオガキセイノウシンヨウキンコホンテン		西濃支部		620,642

						陶都信用農業協同組合泉梅ノ木支店 トウミヤコシンヨウノウギョウキョウドウクミアイイズミウメキシテン		東濃支部		974,261

						高山信用金庫駅西支店 タカヤマシンヨウキンコエキニシシテン		飛騨支部		338,414

		その他流動資産 タリュウドウシサン		未収金 ミシュウキン		宅地建物取引士証交付事務受託料他 タクチタテモノトリヒキシショウコウフジムジュタクリョウホカ				1,344,828

				前払金 マエバライキン		支部事務所賃借料他 シブジムショチンシャクリョウホカ				1,135,111

				立替金 タテカエキン		全宅連会議旅費 ゼンタクレンカイギリョヒ				31,340

				頒布品 ハンプヒン		業者票他 ギョウシャヒョウホカ				329,568

				仮払金 カリバライキン		関係団体会議乗車券他 カンケイダンタイカイギジョウシャケンホカ				86,034

		流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ								50,185,406

		(固定資産) コテイシサン

		特定資産 トクテイシサン		退職給付引当資産 タイショクキュウフヒキアテ		岐阜信用金庫六条支店　普通預金 ギフシンヨウキンコロクジョウシテンフツウヨキン		職員の退職金支払いの財源とするために積み立てている。 ショクインタイショクキンシハラザイゲンツタ		22,510,242

						岐阜信用金庫六条支店　定期預金 ギフシンヨウキンコロクジョウシテンテイキヨキン				5,000,000

						十六銀行本店　定期預金 ジュウロクギンコウホンテンテイキヨキン				2,000,000

						第61回利付国債 ダイカイリツキコクサイ				19,986,472

				財政調整積立資産 ザイセイチョウセイツミタテ		岐阜信用金庫六条支店　普通預金 ギフシンヨウキンコロクジョウシテンフツウヨキン		運転資金の不足に備えて積み立てている。 ウンテンシキンフソクソナツタ		58,456

						大垣共立銀行県庁前支店　定期預金 オオガキキョウリツギンコウケンチョウマエシテンテイキヨキン				8,200,000

						ゆうちょ銀行　定額貯金 ギンコウテイガクチョキン				10,000,000

						第61回利付国債 ダイカイリツキコクサイ				12,491,544

				会館建設準備積立 カイカンケンセツジュンビ		岐阜信用金庫六条支店　普通預金 ギフシンヨウキンコロクジョウシテンフツウヨキン		会館の建替え等の財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理している。 カイカンタテカトウザイゲンツタシサンシサンシュトクシキンカンリ		71,270,750

				資産		大垣共立銀行県庁前支店　定期預金 オオガキキョウリツギンコウケンチョウマエシテンテイキヨキン				1,800,000

						第337回利付国債 ダイカイリツキコクサイ				49,929,250

				建物修繕積立資産 タテモノシュウゼンツミタテ		岐阜信用金庫六条支店　定期預金 ギフシンヨウキンコロクジョウシテンテイキヨキン		会館の定期修繕の財源とするために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理している。 カイカンテイキシュウゼントクテイヒヨウジュンビシキンカンリ		5,000,000

				建物附属設備購入 タテモノフゾクセツビ		十六銀行本店　定期預金 ジュウロクギンコウホンテンテイキヨキン		会館の給水設備取替えの財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理している。 カイカンキュウスイセツビトリカ		500,000

				積立資産

				ＯＡ機器更新積立 キキコウシンツミタテ		十六銀行本店　定期預金 ジュウロクギンコウホンテンテイキヨキン		ＯＡ機器更新の財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理している。 キキコウシン		6,000,000

				資産

		その他固定資産 タコテイシサン		土地 トチ		岐阜市六条南2丁目5番3号　350㎡ ギフシロクジョウミナミチョウメバンゴウ		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格19,845,000円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格2,835,000円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格5,670,000円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウザイサンシヨウワリアイカキアンブンキマツチョウボカカクエンコウエキモクテキホユウザイサンコウエキモクテキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンシュウエキジギョウオヨキョウエキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンカンリギョウムシヨウ		28,350,000

				建物 タテモノ		岐阜県不動産会館 ギフケンフドウサンカイカン		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格6,547,212円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格935,315円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格1,870,632円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウザイサンシヨウワリアイカキアンブンキマツチョウボカカクエンコウエキモクテキホユウザイサンコウエキモクテキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンシュウエキジギョウオヨキョウエキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンカンリギョウムシヨウ		9,353,159

						　鉄骨3階建476.8㎡

				建物附属設備 タテモノフゾクセツビ		会館冷暖房機8台 カイカンレイダンボウキダイ		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格693,148円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格99,019円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格198,044円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウザイサンシヨウワリアイカキアンブンキマツチョウボカカクエンコウエキモクテキホユウザイサンコウエキモクテキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンシュウエキジギョウオヨキョウエキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンカンリギョウムシヨウ		990,211

				什器備品 ジュウキビヒン		サーバ、パソコン、支部複合機等 シブフクゴウキトウ		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格1,272,318円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格181,761円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格363,514円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウザイサンシヨウワリアイカキアンブンキマツチョウボカカクエンコウエキモクテキホユウザイサンコウエキモクテキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンシュウエキジギョウオヨキョウエキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンカンリギョウムシヨウ		1,817,593

				ソフトウエア		文書管理システム ブンショカンリ		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格87,636円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格12,519円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格25,039円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウザイサンシヨウワリアイカキアンブンキマツチョウボカカクエンコウエキモクテキホユウザイサンコウエキモクテキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンシュウエキジギョウオヨキョウエキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンカンリギョウムシヨウ		125,194

				電話加入権 デンワカニュウケン		058-275-1551番他13回線 バンホカカイセン		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格39,200円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格5,600円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格11,200円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウザイサンシヨウワリアイカキアンブンキマツチョウボカカクエンコウエキモクテキホユウザイサンコウエキモクテキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンシュウエキジギョウオヨキョウエキジギョウシヨウキマツチョウボカカクエンカンリギョウムシヨウ		56,000

				敷金 シキキン		支部事務所敷金 シブジムショシキキン		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格1,477,000円）は、公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している。
10％（期末帳簿価格211,000円）は、収益事業及び共益事業の用に供している。
20％（期末帳簿価格422,000円）は、管理業務の用に供している。 キョウヨウザイサンシヨウワリアイカキアンブンキマツチョウボカカクエンコウエキモクテキホユウザイサンコウエキモクテキジギョウキマツチョウボカカクエンシュウエキジギョウオヨキョウエキジギョウキマツチョウボカカクエンカンリギョウム		2,110,000

				出資金 シュッシキン		岐阜信用金庫出資金20口 ギフシンヨウキンコシュッシキンクチ		管理業務の用に供している。 カンリギョウムヨウキョウ		10,000

		固定資産合計 コテイシサンゴウケイ								257,558,871

		　　資産合計 シサンゴウケイ								307,744,277

		(流動負債) リュウドウフサイ		未払金		広報誌の印刷代他 コウホウシインサツダイホカ				2,094,322

				前受金 マエウケキン		令和2年4月法定講習受講料119名分 レイワネンガツホウテイコウシュウジュコウリョウメイブン				1,428,000

				預り金 アズカキン		不動産ｷｬﾘｱﾊﾟｰｿﾝ受講料他 フドウサンジュコウリョウホカホカ				148,420

				仮受金 カリウケキン		関係団体旅費 カンケイダンタイリョヒ				13,900

		流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ								3,684,642

		(固定負債) コテイフサイ		退職給付引当金 タイショクキュウフヒキアテ		職員6名分 ショクインメイブン		職員に対する退職金の支払いに備えたもの ショクインタイタイショクキンシハラソナ		49,496,714

		固定負債合計 コテイフサイゴウケイ								49,496,714

		　　負債合計 フサイゴウケイ								53,181,356

		　　正味財産 ショウミザイサン								254,562,921





