財 産 目 録
令和4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

351,169,224円
59,640,447円
2,484,517円
1,362円
1,748,725円
100,754円
978,924円

東邦銀行西中央支店
東邦銀行須賀川東支店
東邦銀行大槻支店
農林中央金庫福島支店
大東銀行福島西支店
福島信用金庫西支店
福島銀行本店営業部
未収金

1,543,836
416,123,953

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、修繕協定委託料及び収益事業等会計に

57,411,776

係る委託料等の未収金。
棚卸資産

715,753
475,795,318

販売用スポーツ用品等

流動資産合計
(固定資産)
基本財産
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。

91,460,000
30,000,000
60,000,000

ふくしま復興創生県民債

東邦銀行福島西中央支店

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

として使用している。

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。

300,000
1,160,000
281,234,479
114,045,268

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

用に供している。

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

特定資産
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 39,670,777円
組織安定積立資産

99,756,000円

40,000,000

福島県公募公債
みずほ証券福島支店

40,000,000円

運用益を法人会計の財源として使用している。

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。

45,858,661
45,493,953
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で使用している。

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

公益目的保有財産であり逢瀬公園・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㎡

公益目的保有財産であり逢瀬公園・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㎡

公益目的保有財産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。

シャッター式イナバ物置 軽量鉄骨造9.3㎡×1基

公益目的保有財産であり福島空港公園緑のスポーツエリアの緑地管理用機材等を

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。

シャッター式イナバ物置 軽量鉄骨造9.3㎡×1基

公益目的保有財産であり福島空港公園緑のスポーツエリアの緑地管理用機材等を

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。

イナバガレージ倉庫 軽量鉄骨造 床面積79.28㎡

公益目的保有財産であり福島空港公園エアフロントエリアの緑地管理用機材等を

石川郡玉川村大字北須釜字はばき田49-3

格納するための倉庫として使用している。

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)

公益目的保有財産でありあづま総合運動公園で仕切目的で植栽したもである。

127,658

柵 野外卓周辺

公益目的保有財産であり福島空港公園で転落防止用の柵として使用している。

93,489

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。

341,879

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

建物付属設備

構築物

1
1
1
2,495,976
525,159
500,103
500,103
7,375,368
43,510
3,557,815
363,734
219,141

福島市佐原字神事場1

財 産 目 録
令和4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 30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R4年4月分及び有料施設利用料の前受金。

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

3年度法人税等の未払分である。

未払消費税等

3年度消費税等の未払分である。

流動負債合計
(固定負債)

負債合計
正味財産

197,551
195,016
710,679
121,095
2,397,033
509,887
3,800,705
9
7
2,387,800
1
1
517,745
30
1
1
1
1
16,825,032
1,687,411
1
364,708
364,708
418,553,140
894,348,458
270,357,451
210,908
629,478
414,900
7,366,500
278,979,237

退職給付引当金
職員に対するもの

固定負債合計

（単位：円）
金額

職員19名に対する退職金の支払に備えたもの。

114,045,268
114,045,268
393,024,505
501,323,953

