財 産 目 録
平成28年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

（単位：円）
金額

(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

275,578,240円

東邦銀行須賀川東支店

54,816,033円

東邦銀行大槻支店

797,766円

農林中央金庫福島支店

42円

大東銀行福島西支店

未収金

1,378,255
333,857,950

1,646,470円

福島信用金庫西支店

91,239円

福島銀行本店営業部

928,160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、

22,146,703

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

（株）イーティ―ソリューション

ミニバイクリサイクル料

定期預金

東邦銀行福島西中央支店 50,300,000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

県債

福島県公募公債5年 23年度2回

公益目的保有財産であり、満期保有目的で取得した債券

東邦銀行福島西中央支店

である。

流動資産合計

387,011
4,120
357,774,039

(固定資産)
基本財産

91,460,000
50,300,000

として使用している。

県民復興債

31,160,000
10,000,000

福島県民債5年 4回
東邦銀行福島西中央支店

278,033,225

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。

110,844,014

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

167,189,211

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。

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 42,659,032円
東邦銀行福島西中央支店 20,820,861円
組織安定積立資産

定期預金
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。

福島銀行本店営業部

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。

売店内装工事

収益事業である

売店新築工事

逢瀬公園・緑化センターで売店として使用している。

69,006,137
32,511,692
1
1
69,861
126,304
1
1

郡山市逢瀬町河内字東長倉1番地3
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

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

598,292
510,070

で使用している。

建物付属設備

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。

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

231,875
424,773
3,443,244
135,600

いる。
構築物

682,975

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。

284,442

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。

208,306

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
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、
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、

814,318

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。

福島市佐原字神事場1

1,543,360
295,647

財 産 目 録
平成28年3月31日現在
貸借対照表科目
その他固定資産

機械

車両運搬具

場所・物量等

使用目的等

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。

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。

什器備品

変わり種自転車 38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しようしている。

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。

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。

リース資産
リース資産(車両)

車両運搬具

公益目的保有であり園地管理及び各事業に共通して使用している。

リース資産(ｻｰﾊﾞｰ)

パソコンサーバー 1台

公益目的保有であり主に各課業務に係る情報管理用として使用している。

リース資産(券売機)

自動券売機 1台 サイクルスポーツ広場

公益目的保有であり有料施設利用券発行用として使用している。

（単位：円）
金額
11,202,601
7
1
1
38
48,170
794,063
10,426,108
662,891
8,741
29,538,702
20,795,472
456,840
3,001,320

自動券売機 2台 陸上競技場・庭球場
自動券売機 1台 福島空港公園緑のｽﾎﾟｰﾂｴﾘｱ
リース資産(会計等ｼｽﾃﾑ) 会計・給与・固定資産管理システム

公益目的保有であり各事業に共通して使用している。

リース資産(複合機)

複合機6台

公益目的保有であり各事業に共通して使用している。

1,990,800
3,294,270
6,955,743

ソフトウエア

トレーニング室・貸切利用受付システム構築

公益目的保有でありあづま総合体育館、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室のｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ、及び受付利用
申請ｼｽﾃﾑの構築

6,591,035

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。

364,708
438,499,362
796,273,401

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

178,420,154
6,232
1,191,939
172,000
7,893,600
8,959,608
196,643,533

無形固定資産

固定資産合計
資産合計
(流動負債)
未払金
前受金

福島県公募債購入時の評価損益

預り金

所得税・市県民税・社会保険料の預かり分である。

未払法人税等

27年度法人税等の未払分である。

未払消費税等

27年度消費税等の未払分である。

リース債務（短期）

1年以内未経過リース料

流動負債合計
(固定負債)
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。

リース債務(車両)

あづま総合運動公園他

公益目的事業に使用している。

リース債務(ｻｰﾊﾞｰ)

あづま総合運動公園体育館事務室

公益目的事業に使用している。

リース債務(券売機)

あづま総合体育館ﾌﾟｰﾙ・ｻｲｸﾙｽﾎﾟｰﾂ広場

公益目的である施設及び変り種自転車の利用券を販売している。

リース債務(会計等ｼｽﾃﾑ)

会計・給与・固定資産管理システム

公益目的事業に使用している。

リース債務(複合機)

あづま総合体育館事務所他複合機

公益目的事業に使用している。

110,844,014

(リース債務)

固定負債合計
負債合計
正味財産

19,658,379

130,502,393
327,145,926
469,127,475

