
(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 1,618,071
預金 普通預金

　埼玉りそな銀行　伊奈支店 運転資金として 88,216,424
　埼玉りそな銀行　川越支店 　　　〃 470,815
　埼玉りそな銀行　上福岡支店 　　　〃 1,748,936
　埼玉りそな銀行　幸手支店 　　　〃 3,443,691
　埼玉りそな銀行　杉戸支店 　　　〃 78,700
　埼玉りそな銀行　大宮支店 　　　〃 2,960,144
　埼玉りそな銀行　蓮田支店 　　　〃 2,534,879
　埼玉りそな銀行　草加支店 　　　〃 10,072,404
　埼玉りそな銀行　鶴瀬支店 　　　〃 6,933,713
　埼玉りそな銀行　北本支店 　　　〃 740,806
　埼玉りそな銀行　戸田支店 　　　〃 3,660,848
　埼玉りそな銀行　久喜支店 　　　〃 800,249
　埼玉りそな銀行　行田支店 　　　〃 540,227
　埼玉りそな銀行　小鹿野支店 　　　〃 746,648
　埼玉りそな銀行　日高支店 　　　〃 1,715,015
　埼玉りそな銀行　吉川支店 　　　〃 278,297
　埼玉りそな銀行　坂戸支店 　　　〃 1,508,562
　埼玉りそな銀行　三郷支店 　　　〃 1,256,047
　埼玉りそな銀行　深谷支店 　　　〃 1,745,705
　埼玉りそな銀行　鴻巣支店 　　　〃 1,457,590
　埼玉りそな銀行　白岡支店 　　　〃 2,999,717
　埼玉りそな銀行　皆野支店 　　　〃 704,988
　埼玉りそな銀行　本庄支店 　　　〃 290,844
　埼玉りそな銀行　加須支店 　　　〃 1,931,699
　埼玉りそな銀行　越谷支店 　　　〃 981,757
　埼玉りそな銀行　秩父支店 　　　〃 933,592
　埼玉りそな銀行　羽生支店 　　　〃 1,106,890
　埼玉りそな銀行　熊谷支店 　　　〃 4,261,999
　埼玉りそな銀行　鶴ヶ島支店 　　　〃 1,544,547
　埼玉りそな銀行　狭山支店 　　　〃 1,068,285
　埼玉りそな銀行　飯能支店 　　　〃 1,285,623
　埼玉りそな銀行　上尾支店 　　　〃 7,620,980
　埼玉りそな銀行　寄居支店 　　　〃 1,103,039
　埼玉りそな銀行　桶川支店 　　　〃 802,232
　埼玉りそな銀行　東松山支店 　　　〃 205,684
　埼玉りそな銀行　児玉支店 　　　〃 97,112
　埼玉りそな銀行　春日部西口支店　　　〃 1,352,507
　埼玉りそな銀行　朝霞支店 　　　〃 3,356,566
　埼玉りそな銀行　嵐山出張所 　　　〃 212,557
　埼玉りそな銀行　宮代支店 　　　〃 131,141
　埼玉りそな銀行　蕨支店 　　　〃 215,795
　武蔵野銀行　伊奈支店 　　　〃 21,648,144
　武蔵野銀行　新座南支店 　　　〃 1,510,145
　武蔵野銀行　所沢駅前支店 　　　〃 5,321,015
　埼玉ひびきの農協　上里支店 　　　〃 1,567,375
　埼玉中央農協　川島支店 　　　〃 727,086
　埼玉中央農協　北吉見支店 　　　〃 10,000
　埼玉縣信金　伊奈支店 　　　〃 4,454,131
　埼玉縣信金　小川支店 　　　〃 224,951
　青木信金　並木町支店 　　　〃 1,791,827
　大和ネクスト銀行　エビス支店 　　　〃 82
　ゆうちょ銀行　八潮 　　　〃 1,448,531
　ゆうちょ銀行　入間 　　　〃 1,140,708
　ゆうちょ銀行　松伏 　　　〃 601,404
　ゆうちょ銀行　寄居 　　　〃 5,255
　ゆうちょ銀行　東松山 　　　〃 207,341
　ゆうちょ銀行　飯能 　　　〃 9,945
定期預金
　埼玉りそな銀行　伊奈支店 運転資金として 3,715
　武蔵野銀行　伊奈支店 　　　〃 16,359,720
　埼玉縣信金　伊奈支店 　　　〃 20,005,315
　大和ネクスト銀行　エビス支店 　　　〃 900
郵便振替口座
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(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸 借 対 照 表 科 目

　郵便振替 運転資金として 25,086,975
未収金 一般労働者派遣事業に係る未収額 労働者派遣事業収入 85,450,938
前払金 翌年度の事業に係る前払金 保険料 563,480

流動資産合計 352,874,308
（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
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 25,804,184

定期預金
　埼玉りそな銀行　伊奈支店 229,891,240
投資有価証券
　埼玉県債 20,000,000

減価償却引当 定期預金
資産 　武蔵野銀行　伊奈支店 34,935,200

定期預金
　大和ネクスト銀行　エビス支店 18,578,088

特定目的積立 普通預金
資産 　埼玉りそな銀行　伊奈支店 114,097,876
（いきがい振興 定期預金
　積立預金） 　武蔵野銀行　伊奈支店 93,793,387
（県活事業推進 定期預金
　積立預金） 　武蔵野銀行　伊奈支店 7,010,323

定期預金
　埼玉縣信金　伊奈支店 51,651,015

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。

1

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。

51,199,883

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。 9,113,512

電話加入権 ７２８局７８４１番他 1,017,688
固定資産合計 739,092,397
　　　資産合計 1,091,966,705
（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 213,992,312
ほか

預り金 各種預り金 職員所得税、法定福利費預り金 4,350,862
前受金 翌事業年度収益 翌年度分の収益 61,728,302
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 16,227,661

流動負債合計 296,299,137
（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 275,695,424
金

固定負債合計 275,695,424
負債合計 571,994,561
正味財産 519,972,144

　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　　〃

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。


