
(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）
現金 手元保管 運転資金として 2,307,016
預金 普通預金

　埼玉りそな銀行　伊奈支店 運転資金として 66,437,698
　埼玉りそな銀行　川越支店 　　　〃 832,205
　埼玉りそな銀行　上福岡支店 　　　〃 1,242,445
　埼玉りそな銀行　幸手支店 　　　〃 3,588,143
　埼玉りそな銀行　入間支店 　　　〃 36,300
　埼玉りそな銀行　杉戸支店 　　　〃 28,901
　埼玉りそな銀行　大宮支店 　　　〃 12,618
　埼玉りそな銀行　蓮田支店 　　　〃 347,453
　埼玉りそな銀行　草加支店 　　　〃 4,982,436
　埼玉りそな銀行　鶴瀬支店 　　　〃 1,632,719
　埼玉りそな銀行　北本支店 　　　〃 775,587
　埼玉りそな銀行　戸田支店 　　　〃 965,943
　埼玉りそな銀行　久喜支店 　　　〃 332,394
　埼玉りそな銀行　行田支店 　　　〃 251,790
　埼玉りそな銀行　小鹿野支店 　　　〃 362,049
　埼玉りそな銀行　日高支店 　　　〃 1,125,307
　埼玉りそな銀行　吉川支店 　　　〃 282,039
　埼玉りそな銀行　坂戸支店 　　　〃 1,402,054
　埼玉りそな銀行　三郷支店 　　　〃 7,735
　埼玉りそな銀行　深谷支店 　　　〃 928,693
　埼玉りそな銀行　鴻巣支店 　　　〃 602,708
　埼玉りそな銀行　白岡支店 　　　〃 1,695,764
　埼玉りそな銀行　皆野支店 　　　〃 347,819
　埼玉りそな銀行　本庄支店 　　　〃 254,322
　埼玉りそな銀行　加須支店 　　　〃 2,014,533
　埼玉りそな銀行　越谷支店 　　　〃 166,571
　埼玉りそな銀行　秩父支店 　　　〃 641,810
　埼玉りそな銀行　羽生支店 　　　〃 1,308,249
　埼玉りそな銀行　熊谷支店 　　　〃 470,740
　埼玉りそな銀行　鶴ヶ島支店 　　　〃 474,303
　埼玉りそな銀行　狭山支店 　　　〃 702,738
　埼玉りそな銀行　飯能支店 　　　〃 756,465
　埼玉りそな銀行　上尾支店 　　　〃 695,869
　埼玉りそな銀行　桶川支店 　　　〃 277,199
　埼玉りそな銀行　東松山支店 　　　〃 122,601
　埼玉りそな銀行　春日部西口支店　　　〃 411,052
　武蔵野銀行　伊奈支店 　　　〃 22,894,202
　武蔵野銀行　新座南支店 　　　〃 2,177,428
　武蔵野銀行　所沢駅前支店 　　　〃 4,939,993
　埼玉ひびきの農協　上里支店 　　　〃 1,476,141
　埼玉中央農協　川島支店 　　　〃 814,220
　埼玉縣信金　伊奈支店 　　　〃 1,346,906
　青木信金　並木町支店 　　　〃 779,960
　ゆうちょ銀行　八潮 　　　〃 1,434,339
　ゆうちょ銀行　入間 　　　〃 939,632
　ゆうちょ銀行　松伏 　　　〃 351,074
定期預金
　埼玉りそな銀行　伊奈支店 運転資金として 20,002,489
　武蔵野銀行　伊奈支店 　　　〃 20,000,000
　埼玉縣信金　伊奈支店 　　　〃 20,002,489
郵便振替口座
　郵便振替 運転資金として 16,421,829

未収金 一般労働者派遣事業に係る未収額 一般労働者派遣事業収入 46,038,418
前払金 翌年度の事業に係る前払金 保険料 379,075

流動資産合計 258,822,463
（固定資産）
基本財産

定期預金 定期預金
　埼玉りそな銀行　伊奈支店 7,000,000
定期預金
　武蔵野銀行　伊奈支店 17,000,000
定期預金
　埼玉縣信金　伊奈支店 4,000,000

〃

〃

 財 産 目 録   
 平成２８年　３月３１日現在

貸 借 対 照 表 科 目

公益目的保有財産であり、全て公
益目的事業に使用している。



(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸 借 対 照 表 科 目

定期預金
　埼玉県信用農業協同組合連合会 4,000,000

投資有価証券 投資有価証券
　埼玉県債 50,000,000

特定資産
退職給付引当 普通預金 職員の退職に備えたもの
資産 　埼玉りそな銀行　伊奈支店 51,991,240

定期預金
　武蔵野銀行　伊奈支店 167,900,000
定期預金
　大和ネクスト銀行　エビス支店 10,000,000
投資有価証券
　埼玉県債 20,000,000

減価償却引当 普通預金
資産 　埼玉りそな銀行　伊奈支店 18,578,088

定期預金
　武蔵野銀行　伊奈支店 25,000,000

特定目的積立 普通預金
資産 　埼玉りそな銀行　伊奈支店 161,841,263
（いきがい振興 定期預金
積立預金） 　武蔵野銀行　伊奈支店 46,050,000
（県活事業推進 普通預金
積立預金） 　埼玉りそな銀行　伊奈支店 51,651,015

定期預金
　武蔵野銀行　伊奈支店 7,300,843

その他の固定
資産

車両運搬具
北足立郡伊奈町内宿台６－２６
２台

公益目的保有財産であり、公益目
的事業、収益事業、管理業務で使
用している共有財産である。

2

什器備品
北足立郡伊奈町内宿台６－２６
パソコン、ロッカー他

公益目的保有財産であり、公益目
的事業、収益事業、管理業務で使
用している共有財産である。

48,463,804

ソフトウェア
北足立郡伊奈町内宿台６－２６他
業務システム、サーバ他

公益目的保有財産であり、公益目
的事業、収益事業、管理業務で使
用している共有財産である。 13,461,901

電話加入権 ７２８局７８４１番他 1,017,688
固定資産合計 705,255,844
　　　資産合計 964,078,307
（流動負債）

未払金 施設管理委託業者に対する未払額 委託費他 129,533,134
ほか

預り金 各種預り金 職員所得税、法定福利費預り金 1,450,199
前受金 翌事業年度収益 翌年度分の収益 60,467,675
賞与引当金 従業員に対するもの 翌期賞与の本年度負担分 15,093,044

流動負債合計 206,544,052
（固定負債）

退職給付引当 従業員に対するもの 職員の退職に備えたもの 249,891,240
金

固定負債合計 249,891,240
負債合計 456,435,292
正味財産 507,643,015

公益事業の積立資産

　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　　〃

備品の買い替えに備えたもの

公益事業の積立資産

　　　　〃

公益目的保有財産であり、全て公
益目的事業に使用している。

　　　　　〃

　　　　　〃

公益目的保有財産であり、全て公
益目的事業に使用している。


