
財　産　目　録
（平成３０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 366,230
　振替口座 ゆうちょ銀行 同上 963,395 ①
　通常貯金 ゆうちょ銀行 同上 848,323 ②-1
　普通預金 大垣共立銀行 同上 712,589 ③-1
　普通預金 岐阜信用金庫 同上 22,723 ④-1
　普通預金 三菱UFJ信託銀行 同上 253,626 ⑤-1
　普通貯金 JA愛知北 同上 12,220 ⑥-1
　普通預金 三菱UFJ銀行 同上 108,631 ⑦
　普通預金 愛知銀行 同上 97,913 ⑧
　普通預金 三井住友銀行 同上 97,920 ⑨
　普通預金 大和ネクスト銀行 同上 19,685 ⑩

＜現金預金計＞ 3,503,255 Ⓐ’
貯蔵品
　販売物品 硬筆用紙ほか 収益事業の在庫 124,866
　書籍 巻頭言集ほか 同上 513,022

＜貯蔵品計＞ 637,888
流動資産合計 4,141,143

（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

957,577

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

1,636,493

美術品 大池晴嵐作品39点、そ
の他作品5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２口

公益目的保有財産であり、運
用益を管理費の財源として使
用している

8,500,000 ⑤-2

投資信託 野村証券　債権（円タ
メ20,000,000口）

　同上 20,416,000 ⑭

三菱UFJ信託銀行　債権
（円債9,914,967口）

　同上 10,000,000 ⑪

＜基本財産計＞ 102,676,670
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

4,800,000 ③-2

大和証券　日本国債
ファンド（20,706,695
口の1）

　同上 5,000,000 ⑫-1

減価償却引当資
産

大垣共立銀行　利付国
債10年１口

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

8,000,000 ⑬-1

JA愛知北　建物更生共
済

　同上 9,997,862 ⑮

岐阜信用金庫　定期預
金２口

　同上 2,000,000 ④-2

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４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

1,530,000 ④-3

大垣共立銀行　定期預
金２口

　同上 1,000,000 ③-3

JA愛知北　定期貯金３
口

　同上 2,100,000 ⑥-2

大和証券　日本国債
ファンド（20,706,695
口の2）

　同上 5,000,000 ⑫-2

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２口

　同上 1,500,000 ③-4
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岐阜信用金庫　定期預
金５口

　同上 2,350,000 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

大和証券　日本国債
ファンド（20,706,695
口の3）

　同上 11,000,000 ⑫-3

大垣共立銀行　利付国
債10年１口

　同上 8,000,000 ⑬-2

岐阜信用金庫　定期預
金３口

　同上 1,500,000 ④-5

大垣共立銀行　定期預
金１口

　同上 500,000 ③-5

JA愛知北　定期貯金１
口

　同上 1,000,000 ⑥-3

＜特定資産計＞ 74,056,862
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 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

694,225     

図書収蔵庫 図書の収蔵庫として使用して
いる

1,293,595   

ヨド物置 備品収納庫として使用してい
る

34,660      

作品収蔵庫 作品の収蔵庫として使用して
いる

1,784,342   

錬心講堂屋根 書道育成事業に使用している 2,738,925   
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
1,236,752   

建物付属設備 本館１階空調２台 室内冷暖房設備として書道普
及事業に使用している

1

錬心講堂空調２台 室内冷暖房設備として書道育
成事業に使用している

63,220

本館２階空調１台 　同上 343,489
構築物 道路南側フェンス 公益目的保有財産であり、設

備として書道普及事業に使用
している

129,276     

什器備品 書棚 本館備品として書道育成事業
に使用している

1

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

1

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

屋外掲示板 案内板として書道普及事業に
使用している

1

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

181,324

美術品 大池晴嵐作品等286点 展示用作品として書道普及事
業に使用している

3,921,000

日本作家作品127点 　同上 2,223,500
中国作家作品11点 　同上 120,000
拓本、資料46点 　同上 440,000

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＞ 47,480,684
固定資産合計 224,214,216
資産合計 228,355,359 Ⓑ

（流動負債） 預り金 源泉所得税1～3月分 84,055
前受金 次年度分事業収入 684,180
未払金 0

流動負債合計 768,235
（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

9,800,000

固定負債合計 9,800,000
負債合計 10,568,235
正味財産 217,787,124 Ⓒ

国債・債権は、取得額で表示した
土地・美術品等は取得時の評価価格で表示した
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