
 

（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
          現金預金 46,680,446 44,729,519 1,950,927
          未収会費 1,478,000 1,926,000 △ 448,000
          未収金 2,631,055 2,829,575 △ 198,520
          たな卸資産 78,400 17,600 60,800
          マニフェスト棚卸 655,000 542,500 112,500
          貯蔵品 41,580 48,510 △ 6,930
          前払金 60,090 30,579 29,511
        流動資産合計 51,624,571 50,124,283 1,500,288
   2. 固定資産
     (1)基本財産
        基本財産合計 0 0 0
     (2)特定資産
          退職給付引当資産 4,194,946 4,194,790 156
          30周年記念事業資金 4,000,000 4,000,000 0
        特定資産合計 8,194,946 8,194,790 156
     (3)その他固定資産
          保証金 0 3,208,920 △ 3,208,920
          災害時緊急対応等資金 7,117,842 7,117,131 711
        その他固定資産合計 7,117,842 10,326,051 △ 3,208,209
        固定資産合計 15,312,788 18,520,841 △ 3,208,053
        資産合計 66,937,359 68,645,124 △ 1,707,765
Ⅱ  負債の部
   1. 流動負債
          マニフェスト未払金 1,500,000 1,437,500 62,500
          未払金 2,487,523 1,672,988 814,535
          マニフェスト預り金 132,960 159,309 △ 26,349
          県市民税預り金 0 0 0
          マニフェスト前受金 36,000 27,500 8,500
          社会保険預り金 722,347 632,876 89,471
          源泉税預り金 5,685 0 5,685
          会費前受金 0 0 0
        流動負債合計 4,884,515 3,930,173 954,342
   2. 固定負債
          退職給付引当金 3,113,153 2,362,205 750,948
        固定負債合計 3,113,153 2,362,205 750,948
        負債合計 7,997,668 6,292,378 1,705,290
Ⅲ  正味財産の部
   1. 指定正味財産
   2. 一般正味財産 58,939,691 62,352,746 △ 3,413,055
        正味財産合計 58,939,691 62,352,746 △ 3,413,055
        負債及び正味財産合計 66,937,359 68,645,124 △ 1,707,765

貸借対照表
平成 31年  3月 31日 現在

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）
場所・物量等 （口座番号） 使用目的等 金　　額

（流動資産）現金

普通預金 横浜銀行　県庁支店 運転資金として

横浜銀行　県庁支店 運転資金として
湘南信用金庫元町中華街支店 運転資金として

三井住友銀行　横浜支店 運転資金として

郵便振替 マニフェスト預り金

運転資金として

定期預金 湘南信用金庫元町中華街支店 運転資金として

未収会費 正会員・賛助会員 正会員10社・賛助会員5社

未収金 マニフェスト普及啓発頒布推進事業費である。

許可講習会(1～3月)に係る助成金収入である｡

マニフェスト販売代金である。

会員 協会広報誌「99,101,103,４,６,８号」名刺広告料である。

会員 労災防止マニュアル購入代金である。

たな卸資産 事務局内 委託契約書等である。

事務局内 マニフェストの在庫である。

事務局内 会員銘板の在庫である。

前払金 安全衛生大会会場費である。

会議室使用料である。

（固定資産）

特定資産 <定期預金>
湘南信用金庫元町中華街支店 従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの｡

湘南信用金庫元町中華街支店 　同　上

三井住友銀行　横浜支店 　同　上

三井住友銀行　横浜支店 　同　上

30周年記念事業 横浜銀行　県庁支店 30周年記念事業に備えたもの。

保証金 株式会社　大和地所 事務所の保証金として備えたもの。

災害時緊急対応
等資金

湘南信用金庫元町中華街支店 災害時緊急対応等に備えたもの。

（流動負債）未払金 公益目的事業のマニフェスト未払金である。

職員 職員の3月分時間外手当である。

職員のための厚生年金基金事業主負担分である。

横浜中年金事務所 職員のための社会保険の事業主負担分である。

横浜港郵便局 ﾏﾆﾌｪｽﾄ発送分を含む3月分の送料代である。

㈱大塚商会
業務執行のための3月分のｺﾋﾟｰ代､FAX保守料､FAX
ﾘｰｽ料､消耗品､ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料である。

業務執行のためのパソコン保守料である。

業務執行のための新聞2紙の3月分費用である｡

業務執行のための3月分の光熱水費である。

山陽印刷㈱
管理目的の業務執行のための会員名簿及び名刺
作成代金である。

㈱KHJサービス
公益目的事業の業務執行のためのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ更新､
委員会紹介ﾍﾟｰｼﾞ､ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ・会員専用ｻｲﾄ運用
委託費である。

㈱武工工務店 事務所会議室の遮音カーテン取付料金である。

㈱清和ビジネス 業務執行のための3月分の文房具料金である｡

㈱ラクス メール配信システムの月額基本料である。

横浜銀行
管理目的の業務執行のための3月分のFAX送信・
サービス手数料である。

預り金 健保・厚生年金・源泉税

マニフェスト、委託契約書等

前受金 マニフェスト

(固定負債) 退職給付引当金 職員 従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興ｾﾝﾀｰ

ヴェルク横須賀(横須賀地区委員会）

流動資産合計

退職給付引当資
産

公益社団法人全国産業資源循環連合会

財　産　目　録

貸　借　対　照　表　科　目

ゆうちょ銀行 00160-6-666625

00230-1-42260

平成 31年 3月 31日 現在

　　資産合計

公益社団法人全国産業資源循環連合会

横浜情報文化センター（安全衛生協議会）

　　正味財産

讀賣、神奈川新聞

流動負債合計

固定負債合計

　　負債合計

アイオーシステム㈱

（一財）シルクセンター国際貿易観光会館

全国産業廃棄物厚生年金基金

その他固定
資産

固定資産合計
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