
財　産　目　録
（平成２６年３月３１日現在）

（単位　円）
場所・物量等 使用目的等 金　額 ＃

（流動資産） 現金預金
　現金 手元保管 運転資金として 65,634
　振替口座 ゆうちょ銀行 同上 771,480 ①
　通常貯金 ゆうちょ銀行 同上 6,484 ②-1
　普通預金 大垣共立銀行 同上 377,951 ③-1
　普通預金 岐阜信用金庫 同上 58,829 ④-1
　普通預金 三菱UFJ信託銀行 同上 41,916 ⑤-1
　普通貯金 JA愛知北 同上 10,590 ⑥-1
　普通預金 三菱東京UFJ銀行 同上 299,331 ⑦
　普通預金 三井住友銀行 同上 99,600 ⑧
　普通預金 愛知銀行 同上 300,013 ⑨

＜現金預金計＞ 2,031,828
貯蔵品
　販売物品 硬筆用紙ほか 収益事業の在庫 76,300
　刊行物 巻頭言集ほか 同上 540,740

＜貯蔵品計＞ 617,040
流動資産合計 2,648,868

（固定資産）
基本財産 土地 江南市大海道町青木22

1,220.850㎡
公益目的保有財産であり、事
業の施設に使用している

29,996,600

岐阜県郡上市高鷲町ひ
るがの4671番633
924.000㎡

公益目的保有財産であり、夏
季錬成道場建設予定地として
確保している

5,320,000

建　物 江南市大海道町青木22
本館　171.259㎡

公益目的保有財産であり、作
品展示など書道普及事業に使
用している

1,221,280

江南市大海道町青木22
錬心講堂　118.800㎡

公益目的保有財産であり、書
道教育育成事業に使用してい
る

2,087,159

美術品 江南市大海道町青木22
大池晴嵐作品等44点

公益目的保有財産であり、書
道普及事業に供している不可
欠特定財産である

25,850,000

定期預金 三菱UFJ信託銀行　定期
預金４口

公益目的保有財産であり、運
用益を事業等の財源として使
用している

37,500,000 ⑤-2

＜基本財産計＞ 101,975,039
特定資産 退職給付引当資

産
大垣共立銀行　定期預
金９口

職員の退職手当に充てる費用
として保有し、運用益を事業
等の財源として使用している

8,600,000 ③-2

減価償却引当資
産

岐阜信用金庫　定期預
金３口

減価償却費に充てる費用とし
て保有し、運用益を事業等の
財源として使用している

7,412,693 ④-2

大垣共立銀行　利付国
債10年１口

　同上 8,000,000 ③-3

JA愛知北　定期貯金２
口

　同上 1,600,000 ⑥-2

公益目的保有預
金（記念事業積
立資産）

岐阜信用金庫　定期預
金９口

設立50周年（2021年）ほか記
念事業の資金として保有し、
運用益を事業等の財源として
使用している

5,530,000 ④-3

大垣共立銀行　定期預
金２口

　同上 1,000,000 ③-4

JA愛知北　定期貯金２
口

　同上 1,600,000 ⑥-3

公益目的保有預
金（作品収集保
存積立資産）

ゆうちょ銀行　定額貯
金５口

大池晴嵐作品等の購入を目的
として保有し、運用益を事業
等の財源として使用している

7,954,000 ②-2

大垣共立銀行　定期預
金１口

　同上 1,000,000 ③-5

岐阜信用金庫　定期預
金２口

　同上 1,000,000 ④-4

管理活動保有預
金（土地購入積
立資産）

ゆうちょ銀行　定額貯
金１口

隣接する土地購入を目的とし
て保有し、運用益を事業等の
財源として使用している

825,000 ②-3

大垣共立銀行　定期預
金３口

　同上 8,000,000 ③-6

貸借対照表科目
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大垣共立銀行　利付国
債10年１口

　同上 8,000,000 ③-7

岐阜信用金庫　定期預
金３口

　同上 3,000,000 ④-5

＜特定資産計＞ 63,521,693
その他の固定資産 土　　地 江南市大海道町青木

駐車場313㎡
来館者のための駐車場として
使用してる

10,414,800

建　　物 作品収蔵庫 作品の収蔵庫として使用して
いる

2,275,724

図書収蔵庫 図書の収蔵庫として使用して
いる

1,649,832

錬心講堂外側トイレ 来館者のためのトイレとして
使用してる

885,405

ヨド物置 備品収納庫として使用してい
る

52,158

錬心講堂屋根 書道教育育成事業に使用して
いる

3,079,125

錬心講堂内トイレ 来館者のためのトイレとして
使用してる

1,386,872

美術品 大池晴嵐作品等355点 展示用作品として書道普及事
業に使用している

5,568,000

建物付属設備 錬心講堂空調 室内冷暖房設備として書道育
成事業に使用している

128,196

本館空調 室内冷暖房設備として書道普
及事業に使用している

34,340

什器備品 可動式書架（BSDコン
バック）

図書収蔵庫設備として書道育
成事業に使用している

1

書棚 本館備品として書道育成事業
に使用している

1

エアコン 事務所内冷暖房設備として書
道普及事業に使用している

1

屋外掲示板 案内板として書道普及事業に
使用している

2,164

木製応接セット 観覧者用の備品として書道育
成事業に使用している

1

地下水ポンプ 飲料水などの供給用設備とし
て書道育成事業に使用してい
る

334,585

作業室書棚 展示作業用の書棚として書道
普及事業に使用している

39,890

高額図書 閲覧用図書として書道育成事
業に使用している

21,861,570

＜その他の固定資産計＞ 47,712,665
固定資産合計 213,209,397
資産合計 215,858,265 Ⓑ

（流動負債） 預り金 源泉所得税 83,957
前受金 0
未払金 花の丸松 供花 18,900

流動負債合計 102,857
（固定負債） 退職引当金 職員分 事業及び管理目的の業務に従

事する職員の退職引当金であ
る

8,600,000

固定負債合計 8,600,000
負債合計 8,702,857
正味財産 207,155,408 Ⓒ

ゆうちょ銀行定額貯金は、額面（利息を含まず元金）で表示した

土地・美術品等は取得時の評価価格で表示した
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