
(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 80,108 106,322 △ 26,214 

普通預金 48,481,933 47,152,203 1,329,730 

現金預金合計 48,562,041 47,258,525 1,303,516 

⑵ その他流動資産

未収金 1,231,594 1,344,828 △ 113,234 

前払金 1,326,722 1,135,111 191,611 

立替金 0 31,340 △ 31,340 

頒布品 354,120 329,568 24,552 

仮払金 363,335 86,034 277,301 

その他流動資産合計 3,275,771 2,926,881 348,890 

流動資産合計 51,837,812 50,185,406 1,652,406 

２．固定資産

⑴ 特定資産

退職給付引当資産 52,158,885 49,496,714 2,662,171 

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 126,000,000 123,000,000 3,000,000 

建物修繕積立資産 7,000,000 5,000,000 2,000,000 

記念事業積立資産 5,000,000 0 5,000,000 

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 7,500,000 6,000,000 1,500,000 

特定資産合計 228,908,885 214,746,714 14,162,171 

⑵ その他固定資産

土地 28,350,000 28,350,000 0 

建物 8,885,502 9,353,159 △ 467,657 

建物附属設備 837,720 990,211 △ 152,491 

什器備品 1,091,281 1,817,593 △ 726,312 

ソフトウェア 53,655 125,194 △ 71,539 

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 41,394,158 42,812,157 △ 1,417,999 

固定資産合計 270,303,043 257,558,871 12,744,172 

資産合計 322,140,855 307,744,277 14,396,578 

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

未払金 792,677 2,094,322 △ 1,301,645 

前受金 1,032,000 1,428,000 △ 396,000 

預り金 2,007,744 148,420 1,859,324 

仮受金 14,560 13,900 660 

流動負債合計 3,846,981 3,684,642 162,339 

２．固定負債

退職給付引当金 52,158,885 49,496,714 2,662,171 

固定負債合計 52,158,885 49,496,714 2,662,171 

負債合計 56,005,866 53,181,356 2,824,510 

Ⅲ　正味財産の部

１．一般正味財産 266,134,989 254,562,921 11,572,068 

（うち特定資産への充当額） (176,750,000) (165,250,000) (11,500,000)

正味財産合計 266,134,989 254,562,921 11,572,068 

負債及び正味財産合計 322,140,855 307,744,277 14,396,578 

貸  借  対  照  表
令和３年３月31日現在


	貸借対照表


本・支　収支

		第１号議案 ダイゴウギアン		令和２年度決算承認の件 レイワネンドケッサンショウニンケン

		令和２年度収支計算書【資金ベース】 レイワネンドシュウシケイサンショシキン

		令和２年４月１日から令和３年３月31日まで レイワ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				予　算　額		決　算　額 ケッサンガク		差　　　異 サイ		備　　　　　考

		Ⅰ　事業活動収支の部 ジギョウカツドウシュウシブ

		１．事業活動収入 ジギョウカツドウシュウニュウ

		⑴ 特定資産運用収入				500,000		499,328		672

		特定資産利息収入				500,000		499,328		672		預金利息等 ヨキンリソクトウ

		⑵ 入会金収入				28,120,000		44,660,000		△ 16,540,000

		入会金収入				28,000,000		44,500,000		△ 16,500,000		主たる事務所 1,000,000円×40名
従たる事務所   750,000円× 6名 シュジムショエンメイジュウジムショエンメイ

		事務手数料収入				120,000		160,000		△ 40,000		主たる事務所 　 40,000円× 4名 シュジムショエンメイ

		⑶ 会費収入				66,930,000		68,040,000		△ 1,110,000		主たる事務所 60,000円×  978名
従たる事務所 60,000円×  122名 
過年度会費9名、入会47名 カネンドカイヒメイニュウカイメイ

		会費収入				66,930,000		68,040,000		△ 1,110,000

		⑷ 事業収入				21,490,450		24,632,947		△ 3,142,497

		研修受講料収入 ケンシュウジュコウリョウ				80,000		85,000		△ 5,000		基礎教育研修テキスト代 キソキョウイクケンシュウダイ

		法定講習受講料収入 ホウテイジュコウリョウ				7,800,000		8,328,000		△ 528,000		８回開催 12,000円×694名 エンメイ

		岐阜県事務受託収入 ギフケンジム				1,186,350		1,231,594		△ 45,244		宅地建物取引士証作成交付事務
講習受講693名、新規交付178名 コウシュウジュコウメイシンキコウフメイ

		宅建試験業務受託収入 タッケン				10,564,000		12,756,269		△ 2,192,269		受験申込者2,519名 ジュケンモウシコミシャメイ

		頒布事業収入				200,000		197,300		2,700		業者票等 ギョウシャヒョウトウ

		会館賃貸料収入 カイカンチンタイリョウシュウニュウ				1,010,000		1,084,584		△ 74,584		事務室賃貸料、研修室使用料 ジムシツチンタイリョウケンシュウシツシヨウリョウ

		保証協会事務受託収入				650,100		950,200		△ 300,100		入会事務、会費徴収事務 ニュウカイジムカイヒ

		⑸ 雑収入				715,950		2,044,361		△ 1,328,411

		受取利息収入				1,650		179		1,471		預金利息 ヨキンリソク

		雑収入				714,300		2,044,182		△ 1,329,882		宅建賠集金事務手数料、各種斡旋手数料等 タッケンバイシュウキンジムテスウリョウカクシュアッセンテスウリョウトウ

		事業活動収入計				117,756,400		139,876,636		△ 22,120,236

		２．事業活動支出

		⑴ 事業費支出				104,716,740		94,761,381		9,955,359

		① 消費者保護事業費支出 ショウヒシャホゴヒ				8,186,330		7,822,037		364,293

		消費者保護委員会費支出 ショウヒシャホゴ				77,500		33,260		44,240		３回開催 カイカイサイ

		無料相談業務費支出 ギョウム				5,218,000		5,163,297		54,703		不動産無料相談、相談員研修会、相談所案内広告 フドウサンムリョウソウダンソウダンインケンシュウカイソウダンジョアンナイコウコク

		消費者セミナー費支出 ショウヒシャシシュツ				500,000		352,500		147,500		１回開催 カイカイサイ

		法令遵守指導業務費支出 ホウレイジュンシュシドウギョウムヒシシュツ				2,390,830		2,272,980		117,850		巡回調査、東海不動産公正取引協議会負担金 ジュンカイチョウサトウカイフドウサンコウセイトリヒキキョウギカイフタンキン

		② 情報提供事業費支出 ジョウホウテイキョウ				11,256,140		10,159,898		1,096,242

		情報提供委員会費支出 ジョウホウテイキョウシシュツ				90,500		11,640		78,860		２回開催 カイカイサイ

		情報サイト運営費支出 ジョウホウウンエイヒシシュツ				1,366,040		2,160,167		△ 794,127		ハトマークサイト岐阜運営費 ギフウンエイ

		流通促進業務費支出 ソクシンギョウムシシュツ				5,183,600		4,545,955		637,645		レインズ運営費、ＩＴ研修会等 ウンエイヒケンシュウカイトウ

		広報情報提供業務費支出 シジョウホウテイキョウギョウムシシュツ				3,971,000		2,899,767		1,071,233		宅建ぎふ発行費、税制解説書等 タッケンハッコウヒゼイセイカイセツショナド

		調査研究業務費支出 チョウサケンキュウギョウムシシュツ				645,000		542,369		102,631		不動産市況ＤＩ調査 フドウサンシキョウチョウサ

		③ 人材育成事業費支出 ジンザイイクセイ				14,989,900		11,803,929		3,185,971

		人材育成委員会費支出 ジンザイイクセイ				77,500		26,810		50,690		３回開催 カイカイサイ

		研修業務費支出 ギョウム				3,381,400		1,391,448		1,989,952		業務研修会、基礎教育研修会、支部研修会 ギョウムケンシュウカイシブケンシュウカイ

		法定講習業務費支出 ホウテイコウシュウギョウム				4,976,000		3,626,136		1,349,864		８回開催 カイ

		宅建試験業務費支出 タッケンシケンギョウム				6,555,000		6,759,535		△ 204,535		試験会場使用料、試験監督費等 シケンカイジョウシヨウリョウシケンカントクヒトウ

		④ 組織事業費支出 ソシキジギョウヒシシュツ				8,851,200		7,441,943		1,409,257

		会員支援業務費支出 カイインシエンギョウムヒシシュツ				3,325,500		2,012,792		1,312,708		不動産手帳、免許更新案内、会員名簿等　 フドウサンテチョウメンキョコウシンアンナイカイインメイボトウ

		頒布業務費支出 ハンプギョウムヒシシュツ				235,000		205,327		29,673		頒布品仕入 ハンプヒンシイレ

		入会審査業務費支出 ニュウカイシンサギョウムヒシシュツ				980,300		956,624		23,676		入会審査等 ニュウカイシンサトウ

		支払負担金支出 シハライフタンキンシシュツ				4,310,400		4,267,200		43,200		全宅連会費、中部地区連絡会会費等 ゼンタクレンカイヒチュウブチクレンラクカイカイヒトウ

		⑤ 事業人件費支出 ジギョウジンケンヒシシュツ				36,431,990		34,366,672		2,065,318

		給料手当支出 キュウリョウテアテシシュツ				31,485,310		30,071,159		1,414,151		事業部門従事職員分 ジギョウブモンジュウジショクインブン

		法定福利費支出 ホウテイフクリヒシシュツ				4,514,840		4,228,771		286,069		事業部門従事職員社会保険料事業主負担分 ジギョウブモンジュウジショクインシャカイホケンリョウジギョウヌシフタンブン

		福利厚生費支出 フクリコウセイヒシシュツ				431,840		66,742		365,098		事業部門従事職員福利厚生費 ジギョウブモンジュウジショクインフクリコウセイヒ

		⑥ 事業経費支出 ジギョウケイヒシシュツ				25,001,180		23,166,902		1,834,278

		旅費交通費支出 シシュツ				628,500		185,920		442,580		行政・関係団体会議出席旅費等 ギョウセイカンケイダンタイカイギシュッセキリョヒトウ

		通信運搬費支出				2,278,800		2,038,897		239,903		電話料､郵便料等 デンワリョウユウビンリョウトウ

		消耗什器備品費支出 ショウモウ				240,000		1,337,360		△ 1,097,360		少額備品 ショウガクビヒン

		消耗品費支出				540,800		520,504		20,296		事務用品等 ジムヨウヒントウ

		修繕費支出				7,440,000		5,917,560		1,522,440		会館塗装・防水改修工事等 カイカントソウボウスイカイシュウコウジトウ

		印刷費支出				120,000		65,283		54,717		諸用紙等 ショヨウシトウ

		水道光熱費支出				1,485,440		1,257,213		228,227		電気、ガス、下水道料 デンキゲスイドウリョウ

		賃借料支出 チンシャクリョウ				7,595,840		7,590,720		5,120		支部事務所賃借料等 シブジムショチンシャクリョウトウ

		保険料支出 ホケンリョウ				155,200		162,464		△ 7,264		会館火災保険料等 カイカンカサイホケンリョウトウ

		事務機使用料支出				2,790,720		2,450,572		340,148		複合機等リース料・保守料 フクゴウキトウリョウホシュリョウ

		租税公課支出				659,800		601,186		58,614		固定資産税、消費税等 コテイシサンゼイショウヒゼイトウ

		事務所管理費支出 ジムショカンリヒシシュツ				1,066,080		1,039,223		26,857		会館警備保障費等 カイカンケイビホショウヒトウ

		⑵ 管理費支出 カンリ				37,242,740		27,733,185		9,509,555

		① 管理人件費支出 シシュツ				9,308,000		8,631,665		676,335

		役員報酬支出 ヤクインホウシュウシシュツ				200,000		40,000		160,000		員外監事報酬 インガイカンジホウシュウ

		給料手当支出 シシュツ				7,871,330		7,517,791		353,539		管理部門従事職員分 カンリブモンジュウジショクインブン

		法定福利費支出 ホウテイフクリシシュツ				1,128,710		1,057,189		71,521		管理部門従事職員社会保険料事業主負担分 カンリブモンジュウジショクインシャカイホケンリョウジギョウヌシフタンブン

		福利厚生費支出 シシュツ				107,960		16,685		91,275		管理部門従事職員福利厚生費 カンリブモンジュウジショクインフクリコウセイヒ

		② 会議費支出 シシュツ				11,373,500		5,230,012		6,143,488

		総会費支出 シシュツ				1,200,000		299,816		900,184		会場費､資料費等

		理事会費支出 シシュツ				865,500		311,847		553,653		５回開催 カイカイサイ

		常任理事会費支出 シシュツ				290,500		90,236		200,264		５回開催

		支部総会費支出 シブソウカイシシュツ				3,033,000		1,088,466		1,944,534		会場費､資料費等

		幹事会費支出 カンジカイヒシシュツ				3,430,000		2,177,540		1,252,460		支部幹事会35回開催 シブカンジカイカイカイサイ

		監査会費支出 カンサカイヒシシュツ				432,700		345,023		87,677		本部２回、支部13回開催 ホンブカイシブカイカイサイ

		総務委員会費支出 ソウムイインカイヒシシュツ				99,000		14,300		84,700		４回開催 カイカイサイ

		財務委員会費支出 ザイムイインカイヒシシュツ				79,500		11,600		67,900		４回開催 カイカイサイ

		その他会議費支出 シシュツ				1,943,300		891,184		1,052,116		正副会長会議、正副支部長会議等 セイフクカイチョウカイギセイフクシブチョウカイギトウ

		③ 管理経費支出 ケイヒ				16,561,240		13,871,508		2,689,732

		旅費交通費支出 シシュツ				1,350,000		318,667		1,031,333		関係団体会議出席旅費等 カンケイダンタイカイギシュッセキリョヒトウ

		通信運搬費支出				712,200		604,845		107,355		電話料､郵便料等 デンワリョウユウビンリョウトウ

		消耗什器備品費支出 ショウモウ				60,000		334,341		△ 274,341		少額備品 ショウガクビヒン

		消耗品費支出				135,200		130,100		5,100		事務用品等 ジムヨウヒントウ

		広告費支出 コウコク				3,690,000		3,692,904		△ 2,904		新聞・テレビ広告等 シンブンコウコクトウ

		修繕費支出				1,860,000		1,479,390		380,610		会館塗装・防水改修工事等 カイカントソウボウスイカイシュウコウジトウ

		印刷費支出				212,000		196,955		15,045		諸用紙等 ショヨウシトウ

		図書費支出 シシュツ				260,000		193,232		66,768		新聞購読料、書籍購入費等 シンブンコウドクリョウショセキコウニュウヒトウ

		水道光熱費支出				371,360		314,298		57,062		電気、ガス、下水道料 デンキゲスイドウリョウ

		賃借料支出 チンシャクリョウ				1,898,960		1,897,680		1,280		支部事務所賃借料等 シブジムショチンシャクリョウトウ

		保険料支出 ホケンリョウ				385,300		359,236		26,064		役員傷害補償保険料、会館火災保険料等 ヤクインショウガイホショウホケンリョウカイカンカサイホケンリョウトウ

		諸謝金支出 ショシャキン				679,000		661,714		17,286		弁護士・税理士等謝金 ベンゴシゼイリシトウシャキン

		研修諸費支出				279,500		0		279,500

		慶弔表彰費支出 ヒョウショウ				1,520,000		708,676		811,324		弔慰見舞金、供花代等 チョウイミマイキンキョウカダイトウ

		事務機使用料支出				868,880		783,751		85,129		複合機等リース料・保守料 フクゴウキトウリョウホシュリョウ

		租税公課支出				216,200		198,970		17,230		県市民税、固定資産税等 イチコテイシサンゼイトウ

		事務所管理費支出 ジムショカンリヒシシュツ				266,520		259,780		6,740		会館警備保障費等 カイカンケイビホショウヒトウ

		渉外費支出				852,000		453,326		398,674		対外交際費 タイガイコウサイヒ

		雑支出				944,120		1,283,643		△ 339,523		振込手数料等 フリコミテスウリョウトウ

		事業活動支出計 ジギョウカツドウシシュツケイ				141,959,480		122,494,566		19,464,914

		事業活動収支差額 ジギョウカツドウシュウシサガク				△ 24,203,080		17,382,070		△ 41,585,150

		Ⅱ　投資活動収支の部 トウシカツドウシュウシブ

		１．投資活動収入 トウシカツドウシュウニュウ

		⑴ 特定資産取崩収入 トクテイシサントリクズシシュウニュウ				5,000,000		5,000,000		0

		建物修繕積立資産取崩収入 タテモノシュウゼンツミタテシサントリクズシシュウニュウ				5,000,000		5,000,000		0

		⑵ 特定資産受入収入 トクテイシサンウケイレシュウニュウ				567,000		559,056		7,944

		退職給付引当資産受入収入 タイショクキュウフヒキアテシサンウケイレシュウニュウ				567,000		559,056		7,944		保証協会岐阜本部等より受入 ホショウキョウカイギフホンブトウウケイレ

		投資活動収入計				5,567,000		5,559,056		7,944

		２．投資活動支出 トウシカツドウシシュツ

		⑴ 特定資産取得支出 トクテイシサンシュトクシシュツ				4,200,000		19,162,171		△ 14,962,171

		退職給付引当資産取得支出 タイショクキュウフヒキアテシサン				2,700,000		2,662,171		37,829

		会館建設準備積立資産取得支出 カイカンケンセツジュンビツミタテシサン				0		3,000,000		△ 3,000,000

		建物修繕積立資産取得支出 タテモノシュウゼンツミタテシサン				0		7,000,000		△ 7,000,000

		記念事業積立資産取得支出 キネンジギョウツミタテシサン				0		5,000,000		△ 5,000,000

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

		⑵ 固定資産取得支出 コテイシサンシュトクシシュツ				300,000		2,313,440		△ 2,013,440

		建物附属設備取得支出 タテモノフゾクセツビシュトク				0		110,440		△ 110,440		Wi-Fi工事一式 コウジイッシキ

		什器備品取得支出 ジュウキビヒンシュトク				300,000		2,203,000		△ 1,903,000		次亜塩素酸空間清浄機等購入 ジアエンソサンクウカンセイジョウキトウコウニュウ

		投資活動支出計				4,500,000		21,475,611		△ 16,975,611

		投資活動収支差額 トウシカツドウシュウシサガク				1,067,000		△ 15,916,555		16,983,555

		Ⅲ　財務活動収支の部 ザイムカツドウシュウシブ

		１．財務活動収入 ザイムカツドウシュウニュウ

		財務活動収入計				0		0		0

		２．財務活動支出 ザイムカツドウシシュツ

		財務活動支出計				0		0		0

		財務活動収支差額 ザイムカツドウシュウシサガク				0		0		0

		Ⅳ　予備費支出 ヨビヒシシュツ				10,197,100		―		10,197,100

		当期収支差額 シュウシサガク				△ 33,333,180		1,465,515		△ 34,798,695

		前期繰越収支差額 ゼンキクリコシシュウシ				41,600,000		46,171,196		△ 4,571,196

		次期繰越収支差額				8,266,820		47,636,711		△ 39,369,891

		（注）１．予算超過支出については、経理規程第13条第3項に基づき会長の承認済み。 チュウ





収支注記

		収支計算書に対する注記 シュウシケイサンショタイチュウキ

		１．資金の範囲 シキンハンイ

		　　下記２．に記載するとおりである。 カキキサイ

		２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 ジキクコシュウシサガクフクシサンオヨフサイウチワケ

								(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		当期末残高 トウキマツザンダカ

				　　　現金預金 ウツツキンアズカリカネ		47,258,525		48,562,041

				　　　未収金 ミオサムカネ		1,344,828		1,231,594

				　　　前払金 マエバライキン		1,135,111		1,326,722

				　　　立替金 タテタイキン		31,340		0

				　　　仮払金 カリバライキン		86,034		363,335

				流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ		49,855,838		51,483,692

				　　　未払金 ミバラキン		2,094,322		792,677

				　　　前受金 マエウケキン		1,428,000		1,032,000

				　　　会費預り金 カイヒアズカキン		0		0

				　　　預り金 アズカキン		148,420		2,007,744

				　　　買掛金 バイカカリキン		0		0

				　　　仮受金 カリウケキン		13,900		14,560

				流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ		3,684,642		3,846,981

				次期繰越収支差額 ジキクコシュウシサガク		46,171,196		47,636,711





貸借対照表

		貸  借  対  照  表 カシシャクタイテルヒョウ

		令和３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		80,108		106,322		△ 26,214

		普通預金 フツウヨキン		48,481,933		47,152,203		1,329,730

		現金預金合計 ゲンキンヨキンゴウケイ		48,562,041		47,258,525		1,303,516

		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		1,231,594		1,344,828		△ 113,234

		前払金 マエバライキン		1,326,722		1,135,111		191,611

		立替金 タテカエキン		0		31,340		△ 31,340

		頒布品 ハンプヒン		354,120		329,568		24,552

		仮払金 カリバライキン		363,335		86,034		277,301

		その他流動資産合計 タリュウドウシサンゴウケイ		3,275,771		2,926,881		348,890

		流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ		51,837,812		50,185,406		1,652,406

		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		52,158,885		49,496,714		2,662,171

		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		126,000,000		123,000,000		3,000,000

		建物修繕積立資産 タテモノシュウゼンツミタテシサン		7,000,000		5,000,000		2,000,000

		記念事業積立資産 キネンジギョウツミタテシサン		5,000,000		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		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		7,500,000		6,000,000		1,500,000

		特定資産合計 トクテイシサンゴウケイ		228,908,885		214,746,714		14,162,171

		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		8,885,502		9,353,159		△ 467,657

		建物附属設備 タテモノフゾクセツビ		837,720		990,211		△ 152,491

		什器備品 ジュウキビヒン		1,091,281		1,817,593		△ 726,312

		ソフトウェア		53,655		125,194		△ 71,539

		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		41,394,158		42,812,157		△ 1,417,999

		固定資産合計 コテイシサンゴウケイ		270,303,043		257,558,871		12,744,172

		資産合計 シサンゴウケイ		322,140,855		307,744,277		14,396,578

		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		792,677		2,094,322		△ 1,301,645

		前受金 マエウケキン		1,032,000		1,428,000		△ 396,000

		預り金 アズカキン		2,007,744		148,420		1,859,324

		買掛金 カイカケキン		0		0		0

		仮受金 カリウケキン		14,560		13,900		660

		流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ		3,846,981		3,684,642		162,339

		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		52,158,885		49,496,714		2,662,171

		固定負債合計 コテイフサイゴウケイ		52,158,885		49,496,714		2,662,171

		負債合計 フサイゴウケイ		56,005,866		53,181,356		2,824,510

		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		266,134,989		254,562,921		11,572,068

		（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		(176,750,000)		(165,250,000)		(11,500,000)

		正味財産合計 ショウミザイサンゴウケイ		266,134,989		254,562,921		11,572,068

		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		322,140,855		307,744,277		14,396,578





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

		令和２年４月１日から令和３年３月31日まで レイワ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		499,328		499,181		147

		特定資産受取利息		499,328		499,181		147

		② 受取入会金		44,660,000		30,010,000		14,650,000

		受取入会金		44,500,000		29,750,000		14,750,000

		受取事務手数料		160,000		260,000		△ 100,000

		③ 受取会費		68,040,000		67,940,000		100,000

		受取会費		68,040,000		67,940,000		100,000

		④ 事業収益		24,632,947		24,192,862		440,085

		受取研修受講料 ウケトリケンシュウジュコウリョウ		85,000		36,000		49,000

		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		8,328,000		9,408,000		△ 1,080,000

		岐阜県事務受託収益 ギフケンシュウエキ		1,231,594		1,334,828		△ 103,234

		宅建試験業務受託収益 タッケンシュウエキ		12,756,269		11,579,000		1,177,269

		頒布事業収益 ジギョウシュウエキ		197,300		176,250		21,050

		受取会館賃貸料 ウケトリカイカンチンタイリョウ		1,084,584		1,077,084		7,500

		保証協会事務受託収益 シュウエキ		950,200		581,700		368,500

		⑤ 雑収益		2,044,361		1,331,475		712,886

		受取利息		179		122		57

		雑収益		2,044,182		1,331,353		712,829

		経常収益計		139,876,636		123,973,518		15,903,118

		⑵ 経常費用

		① 事業費		99,404,475		92,695,988		6,708,487

		給料手当		30,071,159		30,505,702		△ 434,543

		退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		1,682,493		2,381,754		△ 699,261

		法定福利費		4,228,771		4,182,645		46,126

		福利厚生費		66,742		210,893		△ 144,151

		会議費 カイギ		1,608,140		2,927,075		△ 1,318,935

		会場費 カイジョウ		1,896,777		2,440,433		△ 543,656

		旅費交通費 リョヒ		3,809,130		4,632,159		△ 823,029

		通信運搬費		5,046,622		4,117,183		929,439

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2,985,153		2,170,534		814,619

		頒布原価 ハンプゲンカ		144,718		123,423		21,295

		消耗什器備品費 ショウモウジュウキ		1,337,360		47,765		1,289,595

		消耗品費		690,226		502,507		187,719

		広告費 コウコクヒ		5,564,284		3,455,953		2,108,331

		修繕費		5,917,560		36,288		5,881,272

		印刷費		5,432,348		4,976,281		456,067

		図書費		227,921		201,562		26,359

		水道光熱費 スイドウ		1,257,213		1,280,045		△ 22,832

		賃借料 チンシャクリョウ		8,091,461		7,883,902		207,559

		保険料 ホケンリョウ		167,874		164,964		2,910

		諸謝金		2,672,714		4,797,328		△ 2,124,614

		事務機使用料		2,691,784		2,879,112		△ 187,328

		租税公課 ソゼイ		1,155,900		1,103,400		52,500

		事務所管理費		1,039,223		1,054,398		△ 15,175

		支払負担金 シハライフタンキン		9,427,720		9,024,080		403,640

		委託費 イタクヒ		1,232,622		997,198		235,424

		雑費		958,560		599,404		359,156

		② 管理費		28,900,093		30,428,134		△ 1,528,041

		役員報酬 ヤクインホウシュウ		40,000		60,000		△ 20,000

		給料手当		7,517,791		7,626,423		△ 108,632

		退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		420,622		595,439		△ 174,817

		法定福利費		1,057,189		1,045,655		11,534

		福利厚生費		16,685		52,724		△ 36,039

		総会費		299,816		1,064,204		△ 764,388

		理事会費		311,847		470,584		△ 158,737

		諸会議費 ショカイギヒ		4,618,349		6,857,395		△ 2,239,046

		旅費交通費		318,667		827,944		△ 509,277

		通信運搬費		604,845		574,522		30,323

		減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		746,286		479,631		266,655

		消耗什器備品費		334,341		11,941		322,400

		消耗品費		130,100		112,539		17,561

		広告費 コウコク		3,692,904		3,518,178		174,726

		修繕費		1,479,390		332,472		1,146,918

		印刷費		196,955		143,577		53,378

		図書費		193,232		188,089		5,143

		水道光熱費		314,298		320,005		△ 5,707

		賃借料 チンシャクリョウ		1,897,680		1,879,428		18,252

		保険料 ホケンリョウ		359,236		378,536		△ 19,300

		諸謝金		661,714		653,714		8,000

		研修諸費 ケンシュウショヒ		0		20,200		△ 20,200

		慶弔表彰費		708,676		529,860		178,816

		事務機使用料		783,751		803,796		△ 20,045

		租税公課		198,970		200,670		△ 1,700

		事務所管理費		259,780		263,580		△ 3,800

		渉外費		453,326		635,108		△ 181,782

		雑費		1,283,643		781,920		501,723

		経常費用計		128,304,568		123,124,122		5,180,446

		当期経常増減額		11,572,068		849,396		10,722,672

		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		11,572,068		849,396		10,722,672

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

		一般正味財産期末残高		266,134,989		254,562,921		11,572,068

		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		266,134,989		254,562,921		11,572,068





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

		令和２年４月１日から令和 ３年３月31日まで レイワ

														(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		115,837		993		15,555		16,548		366,943		499,328

		　　　　特定資産受取利息 ウケトリ		115,837		993		15,555		16,548		366,943		499,328

		　　　② 受取入会金 ウケトリ		22,330,000		0		0		0		22,330,000		44,660,000

		　　　　受取入会金 ウケトリ		22,250,000		0		0		0		22,250,000		44,500,000

		　　　　受取事務手数料 ウケトリ		80,000		0		0		0		80,000		160,000

		　　　③ 受取会費 ウケトリ		34,020,000		0		0		0		34,020,000		68,040,000

		　　受取会費 ウケトリ		34,020,000		0		0		0		34,020,000		68,040,000

		　　　④ 事業収益 シュウエキ		22,400,863		1,084,584		1,147,500		2,232,084		0		24,632,947

		　　　　受取研修受講料 ウケトリケンシュウジュコウリョウ		85,000		0		0		0		0		85,000

		　　　　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		8,328,000		0		0		0		0		8,328,000

		　　　　岐阜県事務受託収益 ギフケンシュウエキ		1,231,594		0		0		0		0		1,231,594

		　　　　宅建試験業務受託収益 タッケンシュウエキ		12,756,269		0		0		0		0		12,756,269

		　　　　頒布事業収益 ジギョウシュウエキ		0		0		197,300		197,300		0		197,300

		　　　　受取会館賃貸料 ウケトリカイカンチンタイリョウ		0		1,084,584		0		1,084,584		0		1,084,584

		　　　　保証協会事務受託収益 シュウエキ		0		0		950,200		950,200		0		950,200

		　　　⑤ 雑収益 エキ		131,000		0		956,732		956,732		956,629		2,044,361

		　　　　受取利息		0		0		0		0		179		179

		　　　　雑収益 エキ		131,000		0		956,732		956,732		956,450		2,044,182

		　　　経常収益計 ケイジョウシュウエキ		78,997,700		1,085,577		2,119,787		3,205,364		57,673,572		139,876,636

		　　⑵ 経常費用 ケイジョウヒヨウ

		　　　① 事業費 ジギョウヒ		84,125,984		509,001		14,769,490		15,278,491				99,404,475

		　　　　給料手当 キュウリョウテア		26,312,265		225,534		3,533,360		3,758,894				30,071,159

		　　　　退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ		1,472,181		12,619		197,693		210,312				1,682,493

		　　　　法定福利費 ホウテイフクリヒ		3,700,173		31,715		496,883		528,598				4,228,771

		　　　　福利厚生費 フクリコウセイヒ		58,399		501		7,842		8,343				66,742

		　　　　会議費 カイギヒ		602,640		0		1,005,500		1,005,500				1,608,140

		　　　　会場費 カイジョウヒ		1,896,777		0		0		0				1,896,777

		　　　　旅費交通費 リョヒコウツウヒ		3,791,630		0		17,500		17,500				3,809,130

		　　　　通信運搬費 ツウシンウンパンヒ		4,450,716		15,287		580,619		595,906				5,046,622

		　　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ		2,612,008		22,389		350,756		373,145				2,985,153

		　　　　頒布原価 ハンプゲンカ		0		0		144,718		144,718				144,718

		　　　　消耗什器備品費 ショウモウジュウキビヒンヒ		1,170,191		10,030		157,139		167,169				1,337,360

		　　　　消耗品費 ショウモウヒンヒ		625,151		3,907		61,168		65,075				690,226

		　　　　広告費 コウコクヒ		5,564,284		0		0		0				5,564,284

		　　　　修繕費 シュウゼンヒ		5,177,865		44,382		695,313		739,695				5,917,560

		　　　　印刷費 インサツヒ		4,000,272		489		1,431,587		1,432,076				5,432,348

		　　　　図書費 トショヒ		227,921		0		0		0				227,921

		　　　　水道光熱費 スイドウコウネツヒ		1,100,064		9,430		147,719		157,149				1,257,213

		　　　　賃借料 チンシャクリョウ		7,142,621		56,928		891,912		948,840				8,091,461

		　　　　保険料 ホケンリョウ		147,336		1,218		19,320		20,538				167,874

		　　　　諸謝金 ショシャキン		2,672,714		0		0		0				2,672,714

		　　　　事務機使用料 ジムキシヨウリョウ		2,385,485		18,369		287,930		306,299				2,691,784

		　　　　租税公課 ソゼイコウカ		980,463		48,406		127,031		175,437				1,155,900

		　　　　事務所管理費 ジムショカンリヒ		909,310		7,797		122,116		129,913				1,039,223

		　　　　支払負担金 シハラフタンキン		5,147,960		0		4,279,760		4,279,760				9,427,720

		　　　　委託費 イタクヒ		1,232,622		0		0		0				1,232,622

		　　　　雑費 ザッピ		744,936		0		213,624		213,624				958,560

		　　　② 管理費 カンリ										28,900,093		28,900,093

		　　　　役員報酬 ヤクインホウシュウ										40,000		40,000

		　　　　給料手当										7,517,791		7,517,791

		　　　　退職給付費用 タイショクキュウフヒヨウ										420,622		420,622

		　　　　法定福利費 ホウテイフクリ										1,057,189		1,057,189

		　　　　福利厚生費										16,685		16,685

		　　　　総会費										299,816		299,816

		　　　　理事会費										311,847		311,847

		　　　　諸会議費 ショカイギ										4,618,349		4,618,349

		　　　　旅費交通費										318,667		318,667

		　　　　通信運搬費 ツウシンウンパンヒ										604,845		604,845

		　　　　減価償却費 ゲンカショウキャクヒ										746,286		746,286

		　　　　消耗什器備品費 ショウモウジュウキビヒンヒ										334,341		334,341

		　　　　消耗品費 ショウモウヒンヒ										130,100		130,100

		　　　　広告費 コウコク										3,692,904		3,692,904

		　　　　修繕費 シュウゼンヒ										1,479,390		1,479,390

		　　　　印刷費 インサツヒ										196,955		196,955

		　　　　図書費										193,232		193,232

		　　　　水道光熱費										314,298		314,298

		　　　　賃借料 チンシャクリョウ										1,897,680		1,897,680

		　　　　保険料 ホケンリョウ										359,236		359,236

		　　　　諸謝金 ショシャキン										661,714		661,714

		　　　　研修諸費 ケンシュウショヒ										0		0

		　　　　慶弔表彰費 ヒョウショウ										708,676		708,676

		　　　　事務機使用料										783,751		783,751

		　　　　租税公課										198,970		198,970

		　　　　事務所管理費 ジムショカンリヒ										259,780		259,780

		　　　　渉外費										453,326		453,326

		　　　　雑費 ヒ										1,283,643		1,283,643

		　　　経常費用計 ケイジョウヒヨウケイ		84,125,984		509,001		14,769,490		15,278,491		28,900,093		128,304,568

		　　　当期経常増減額 トウキケイジョウゾウゲンガク		△5,128,284		576,576		△12,649,703		△12,073,127		28,773,479		11,572,068

		　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		14,710,176,237,093

		　　⑵ 経常外費用 ケイジョウガイヒヨウ														99,404,475

		　　　経常外費用計 ケイジョウケイ		0		0		0		0		0		0		147,983

		　　　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		428,593

		　　　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		△5,128,284		576,576		△12,649,703		△12,073,127		28,773,479		11,572,068		214,296.5

		　　　他会計振替額 タカイケイフリカエガク		214,297		△214,297		0		△214,297		0		0		小数点以下繰上 ショウスウテンイカクリアゲ

		　　　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		△4,913,987		362,279		△12,649,703		△12,287,424		28,773,479		11,572,068

		　　　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												254,562,921

		　　　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												266,134,989

		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												266,134,989

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

				65.6%		0.4%		11.5%		11.9%		22.5%		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																49,496,714												2,662,171												0												52,158,885

				　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												3,000,000												0												126,000,000

				　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												7,000,000												5,000,000												7,000,000

				　記念事業積立資産 キネンジギョウツミタテシサン																0												5,000,000												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																6,000,000												1,500,000												0												7,500,000

				合計 ゴウケイ																214,746,714												19,162,171												5,000,000												228,908,885

		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																52,158,885												―												―												( 52,158,885 )

				　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																126,000,000												―												( 126,000,000 )												―

				　建物修繕積立資産 タテモノシュウゼンツミタテシサン																7,000,000												―												( 7,000,000 )												―

				　記念事業積立資産 キネンジギョウツミタテシサン																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																7,500,000												―												( 7,500,000 )												―

				合計 ゴウケイ																228,908,885												―												( 176,750,000 )												( 52,158,885 )

		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																50,394,498																8,885,502

				　建物附属設備 タテモノフゾクセツビ																2,957,450																2,119,730																837,720

				　什器備品 ジュウキビヒン																16,198,066																15,106,785																1,091,281

				　ソフトウエア																2,517,696																2,464,041																53,655

				合計 ゴウケイ																80,953,212																70,085,054																10,868,158

		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																19,990,981																20,447,720																456,739

				　第61回利付国債 ダイカイリツコクサイ																12,494,362																12,779,825																285,463

				　第337回利付国債 ダイカイリツキコクサイ																49,943,400																50,784,800																841,400

				合計 ゴウケイ																82,428,743																84,012,345																1,583,602

		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												49,496,714										2,662,171																														52,158,885





財産目録

		財　産　目　録 ザイサンメロク

		令和３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		80,108

				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		33,720,850

						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		1,671,654

						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		1,565,769

						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		1,115,332

						十六銀行本店 ジュウロクギンコウホンテン		本部 ホンブ		3,578,775

						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		2,133,795

						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		230,267

						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		1,974,490

						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		517,159

						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		1,204,931

						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		768,911

		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 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				1,231,594

				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				1,326,722

				頒布品 ハンプヒン		業者票他 ギョウシャヒョウホカ				354,120

				仮払金 カリバライキン		令和2年度中間申告消費税 レイワネンドチュウカンシンコクショウヒゼイ				363,335

		流動資産合計 リュウドウシサンゴウケイ								51,837,812

		(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		25,167,904

						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				19,990,981

				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		55,638

						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				12,494,362

				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		74,256,600

				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				49,943,400

				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　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		7,000,000

				記念事業積立資産 キネンジギョウツミタテ		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		創立60周年記念事業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。 ソウリツシュウネンキネンジギョウ		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		7,500,000

				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6,219,852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888,549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1,777,101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		8,885,502

						　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586,404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83,769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167,547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		837,720

				什器備品 ジュウキビヒン		サーバ、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763,899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109,130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218,252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		1,091,281

				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37,559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5,365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10,731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		53,655

				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								270,303,043

		　　資産合計 シサンゴウケイ								322,140,855

		(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				792,677

				前受金 マエウケキン		令和3年度法定講習受講料86名分 レイワネンドホウテイコウシュウジュコウリョウメイブン				1,032,000

				預り金 アズカキン		入会申込者2名分他 ニュウカイモウシコミシャメイブンホカ				2,007,744

				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				14,560

		流動負債合計 リュウドウフサイゴウケイ								3,846,981

		(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		52,158,885

		固定負債合計 コテイフサイゴウケイ								52,158,885

		　　負債合計 フサイゴウケイ								56,005,866

		　　正味財産 ショウミザイサン								266,134,989





