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埼玉支部

財産目録
     

（単位：円）

貸借対照表科目 支部 補助科目 場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

　 現金 埼玉 手元保管 運転資金として 40,466

現金計 40,466

　 振替貯金 埼玉 郵便局 運転資金として 58,606

　 埼玉 郵便局 運転資金として 8,496

振替貯金計 67,102

　 普通預金 埼玉 運転資金として 23,063,277

　 埼玉 運転資金として 448,428

　 埼玉 運転資金として 3,800

　 埼玉 運転資金として 21,676

　 埼玉 運転資金として 3,480

　 埼玉 運転資金として 2,120

普通預金計 23,542,781

　 貯蔵品 埼玉 11,000

貯蔵品計 11,000

　 前払金 埼玉 チケット・入場券 浦和レッズ 216,200

　 埼玉 その他 1,200,458

前払金計 1,416,658

　 立替金 埼玉 教弘保険支払手数料 教弘保険支払手数料 406

立替金計 406

　 仮払金 埼玉 奨学給付金 200,000

仮払金計 200,000

流動資産合計 25,278,413

（固定資産）

基本財産合計 0

特定資産 退職給付引当資産 埼玉 4,981,161

退職給付引当資産計 4,981,161

減価償却引当資産 埼玉 156,929,897

減価償却引当資産計 156,929,897

特定資産合計 161,911,058

その他固定資産 土地 埼玉 紀州鉄道軽井沢 4,926,900

令和4年3月31日現在

東京75207

長野21356

埼玉りそな0672866 埼玉りそな銀行さいたま
営業部0672866

埼玉りそな0150001 埼玉りそな銀行さいたま
営業部015001

武蔵野104341 武蔵野銀行県庁前支店
104341

三井住友信託4173328 三井住友信託銀行本店営
業部4173328

三井住友信託8113144 三井住友信託銀行浦和支
店8113144

三井住友信託6706010 三井住友信託銀行大宮支
店6706010

図書カード（会報257号
謝礼）

全県世話人会会場費、宿
泊施設年会費、埼玉教育
会館地代・共益費、通勤
手当他

奨学給付金未給付分（辞
退）

三井住友信託･普
6706010

三井住友信託銀行大宮支
店6706010

職員の退職金支払いの財源として
積み立てている。

三井住友信託･普
8113144 埼玉教育会館

三井住友信託銀行浦和支
店8113144

資産取得資金として管理されてお
り、既存建物の改修等の財源とす
るために積み立てている。

106.7㎡　群馬県吾妻郡
嬬恋村大字鎌原字大カイ
シコ1516-21

自己所有の土地である。会員の福
祉事業に使用している。
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埼玉支部

財産目録
     

（単位：円）

貸借対照表科目 支部 補助科目 場所・物量等 使用目的等 金額

令和4年3月31日現在

埼玉 東急ﾊｰｳﾞｪｽﾄｸﾗﾌﾞ那須 700,000

土地計 5,626,900

建物 埼玉 紀州鉄道軽井沢 2,135,591

埼玉 東急ﾊｰｳﾞｪｽﾄｸﾗﾌﾞ那須 2,743,577

埼玉 埼玉教育会館 61,053,891

建物計 65,933,059

建物附属設備 埼玉 パーテーション一式 325,904

建物附属設備計 325,904

什器備品 埼玉 金庫他 65,848

什器備品計 65,848

敷金・保証金 埼玉 厚生施設利用権　紀州 福祉事業で使用している。 5,000,000

埼玉 会員資格保証金　東急 福祉事業で使用している。 1,000,000

敷金・保証金計 6,000,000

その他固定資産合計 77,951,711

固定資産合計 239,862,769

　　資産合計 265,141,182

（流動負債）

　 未払金 埼玉 翌月以降支払分 1,409,175

未払金計 1,409,175

　 前受金 埼玉 家賃 翌月分 756,000

前受金計 756,000

　 預り金 埼玉 教弘保険料 教弘保険料 翌月支払保険料 497,004

　 埼玉 源泉所得税 源泉所得税 職員・社労士の所得税 31,511

　 埼玉 地方税 地方税 職員の住民税 98,600

預り金計 627,115

　 未払法人税等 埼玉 法人住民税均等割額 91,100

未払法人税等計 91,100

流動負債合計 2,883,390

（固定負債）

　 退職給付引当金 埼玉 職員に対するもの 4,981,161

退職給付引当金計 4,981,161

固定負債合計 4,981,161

　　負債合計 7,864,551

　　正味財産 257,276,631

12.11㎡　栃木県那須郡
那須町大字高久丙字湯道
東1792-69

自己所有の土地である。会員の福
祉事業に使用している。

45.38㎡　群馬県吾妻郡
嬬恋村大字鎌原字大カイ
シコ1516-21-34　Ｂ-207

自己所有の建物である。会員の福
祉事業に使用している。

9.78㎡　栃木県那須郡那
須町大字高久丙1792-69-
1～4

自己所有の建物である。会員の福
祉事業に使用している。

515.51㎡　埼玉県さいた
ま市浦和区高砂3-12-24
　７階

全体の６分の１自己所有の建物で
ある。共用財産であるため、各事
業に按分している。

各事業及び管理業務で使用してい
る。

各事業及び管理業務で使用してい
る。

厚生施設利用権　紀州鉄
道

会員資格保証金　東急ハ
ーヴェストｸﾗﾌﾞ

選考料、研究実践成果報
告集他

職員に対する退職金の支払いに備
えたもの
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