財 産 目 録
令和3年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

（単位：円）
金額

使用目的等

(流動資産)
現金

現金手元有高

両替用、運転資金として

普通預金

普通預金

運転資金として

東邦銀行西中央支店

1,429,987
423,196,881
352,225,406円

東邦銀行須賀川東支店

66,134,139円

東邦銀行大槻支店

2,018,606円

農林中央金庫福島支店

未収金

42円

大東銀行福島西支店

1,741,028円

福島信用金庫西支店

101,015円

福島銀行本店営業部

976,645円

有料施設利用料及び各種委託料等

あづま総合運動公園有料施設利用料、

71,533,417

修繕協定委託料及び収益事業等会計に
係る保全事業等の委託料等。
棚卸資産

販売用スポーツ用品等

前払金

林材業労災防止協会福島県支部他

逢瀬公園：伐木等の業務に係る特別教育受講料2名分他

流動資産合計

404,199
40,330
496,604,814

(固定資産)
基本財産
ふくしま復興創生県民債

東邦銀行福島西中央支店

公益目的保有財産であり、満期保有目的で取得した債券である。

福島県公募公債

みずほ証券福島支店

定期預金

東邦銀行福島西中央支店

定期預金

東邦銀行福島西中央支店 1,160,000円

300,000円

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源
として使用している。

91,460,000
30,000,000
60,000,000
300,000
1,160,000
271,746,728

特定資産
退職給付引当資産

定期預金
退職給付引当金の積立資産である。

104,557,517

定期預金

サイクルスポーツ広場の貸出用変り種自転車等購入資金として

127,189,211

東邦銀行福島西中央支店 7,433,211円

管理されている定期預金である。

東邦銀行福島西中央支店 20,000,000円

公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の

大東銀行福島西支店

99,756,000円

用に供している。

40,000,000円

運用益を法人会計の財源として使用している。

大東銀行福島西支店 27,335,851円
福島信用金庫西支店 20,028,270円
福島銀行本店営業部 27,010,370円
東邦銀行福島西中央支店 30,183,026円
組織安定積立資産

40,000,000

福島県公募公債
みずほ証券福島支店
その他固定資産
有形固定資産
建物

ヨド倉庫 46.20㎡

公益目的保有であり福島空港公園の緑地管理用器材等を

須賀川市田中字関林174-16

格納するための倉庫として使用している。

スーパーハウス 19.8㎡

公益目的保有でありあづま総合運動公園の作業員休憩所として

福島市佐原字神事場1

使用している。

イナバ倉庫 9.3㎡

公益目的保有であり福島空港公園の資材及び機材・器具保管倉庫として

須賀川市田中字関林174-16

使用している。

パイプハウス 1棟 幅5.4m×長さ18m

公益目的保有であり福島空港公園で植栽用の草花を

須賀川市田中字関林174-16

栽培するために使用している。

35,656,778
35,292,070
1
1
1
1

収益事業である逢瀬公園・緑化センターで売店として使用している。

1
1

スーパーハウス 2棟 幅4.6m×長さ5.6

公益目的保有財産であり、スポーツ施設等の管理運営

2

福島市佐原字神事場1

事業のあづま総合運動公園の倉庫として使用している。

農業用パイプハウス

公益目的保有財産であり

福島市佐原字神事場1

緑化の普及事業で植栽用の草花を栽培するためにあづま

売店内装工事
売店新築工事
郡山市逢瀬町河内字東長倉1番地3

1

で使用している。

建物付属設備

構築物

1

スーパーハウス 1棟 幅2.2m×長さ4.5ｍ

公益目的保有財産であり、サイクルスポーツ広場緑地管理用機材を格納する

福島市佐原字神事場1

ための倉庫として使用している。

パイプハウス 1棟

公益目的保有であり逢瀬公園・総合緑化センターでオオムラサキ観察用に

郡山市逢瀬町河内字東長倉1番地3

使用している。

緑地管理用倉庫 軽量鉄骨造ブレース構造 67.04㎡

公益目的保有であり逢瀬公園・総合緑化センターの緑地管理用機材等を

郡山市逢瀬町河内字東長倉1番地3

格納するための倉庫として使用している。

バラ園ヨド物置 床面積6.45㎡

公益目的保有でありあづま総合運動公園のバラ園管理用用具を格納するため

福島市佐原字神事場1

使用している。

みどり工房給水配管工事

公益目的保有でありあづま総合運動公園の緑地維持管理用として使用している。

21世紀館小会議室設置

公益目的保有であり福島空港公園で設置した会議室である。

21世紀館流し台設置

公益目的保有であり福島空港公園で設置した流し台である。

進入防止ネットフェンス 94m

公益目的保有財産であり、

福島市佐原字神事場1

あづま総合運動公園で侵入防止用として使用している。

ビニールハウス修景植栽(ﾋﾊﾞ・ｱｼﾞｻｲ)

あづま総合運動公園で仕切目的で植栽したもである。

145,894

柵 野外卓周辺

福島空港公園で転落防止用の柵として使用している。

106,844

須賀川市田中字関林174-16
立入防護柵
福島市佐原字神事場1

公益目的保有財産であり、
あづま総合運動公園、緑地管理用のパイプハウス横に設置した防護柵である。

398,925

1
2,653,854
632,123
54,387
3,893,710
500,134
273,926

福島市佐原字神事場1

財 産 目 録
令和3年3月31日現在
貸借対照表科目
その他の固定資産

構築物

機械

車両運搬具

場所・物量等

使用目的等

立入防護柵
福島市佐原字神事場1
無筋集水桝

公益目的保有財産であり、
あづま総合運動公園、緑地管理用のパイプハウス横に設置した防護柵である。
公益目的保有財産であり、

福島市佐原字神事場1

サイクルスポーツ広場敷地内に設置した集水桝である。

休憩所（カーポートタイプ）

公益目的保有財産であり、

郡山市逢瀬町河内字東長倉1番地3

逢瀬公園・総合緑化センターで設置した休憩所である。

カーブミラー設置工事

公益目的保有であり、福島空港公園内に設置したカーブミラーである。

休憩施設（四阿）

公益目的保有であり、バラ園内に設置した四阿である。

テーブルベンチ設置

公益目的保有であり、福島空港公園内に設置したテーブルベンチである。

イベント用分電盤電源設備

公益目的保有でありライトアップ用として使用している。

緑地管理用機械

公益目的保有であり緑地管理用として使用している。

緑地管理用機械

収益事業である医大緑地管理用として使用している。

コマツミニパワーショベル

公益目的保有であり緑地管理用として使用している。

緑地管理用スポーツトラクター

公益目的保有であり緑地管理用として使用している。
収益事業である医大緑地管理用として使用している。
収益事業である医大緑地管理用として使用している。

什器備品

変わり種自転車 34台

公益目的事業であるサイクルスポーツ広場で貸出用自転車として使用している。

コムス（電気自動車）

公益目的保有であり巡視用として使用している。

小型乗用除雪車

公益目的保有であり園内除雪作業用として使用している。

ﾔﾏﾊﾊﾞｯﾃﾘｰｶｰﾄ

公益目的保有であり巡視用として使用している。

介護用電動ｱｼｽﾄ車椅子

公益目的保有であり貸出し用として使用している。

緑地管理用備品及び施設運営用備品等

公益目的保有財産であり各施設で使用している。
収益事業である医大緑地管理用として使用している。
法人の事業で使用している。

無形固定資産
電話加入権

電話番号024-593-4038他2回線

公益目的保有財産であり緑化相談業務等で使用している。

未払金

公園芝生維持管理業務委託料等の未払額

公園維持管理業務委託料等の未払額。

前受金

KDDI㈱

あづま球場通信設備の設置に係る電気料金R3年4月分の前受金。

固定資産合計
資産合計
(流動負債)

預り金

所得税・市県民税等の預かり分である。

未払法人税等

2年度法人税等の未払分である。

未払消費税等

2年度消費税等の未払分である。

395,101
209,020
729,557
139,725
2,539,431
689,847
4,383,742
9
7
3,579,909
1
1
725,132
34
1
1
1
1
11,088,529
2,152,212
1
364,708
364,708
398,863,506
895,468,320
267,195,867
204,308
437,816
212,400
13,771,900
281,822,291

流動負債合計
(固定負債)

（単位：円）
金額

退職給付引当金
職員に対するもの

職員19名に対する退職金の支払に備えたもの。

固定負債合計
負債合計
正味財産

104,557,517
104,557,517
386,379,808
509,088,512

参考資料
【普通預金銀行口座毎内訳】
普通預金
東邦銀行福島西中央支店
352,225,406

東邦銀行須賀川東支店

ア）普通預金/266187
イ）普通預金/211609
ウ）普通預金/184709
エ）普通預金/241613
オ）普通預金/184717
カ）普通預金/058312
キ）普通預金/169645
ク）普通預金/270679

423,196,881
21,133,304
160,705,498
37,977,654
6,402,277
100,022,251
24,407,841
1,576,581
66,134,139

ス）普通預金/374356

2,018,606

66,134,139
東邦銀行大槻支店
2,018,606
農林中央金庫福島支店

ケ）普通預金/2907660

42

コ）普通預金/1263136

1,741,028

42
大東銀行福島西支店
1,741,028
福島信用金庫西支店

サ）普通預金/84493

101,015

シ）普通預金/1128571

976,645

101,015
福島銀行本店営業部
976,645

