
全体表 （単位：円）

相手先 備考 金額

Ⅰ資産の部

１．流動資産

現金預金

現金 手許保管 68,528

振替貯金　会費口座 ゆうちょ/文京春日 5,142,441

普通預金　しごと情報口座 三菱東京UFJ/春日町 3,308,794

普通預金　指導援助口座 三菱東京UFJ/春日町 15,638,411

普通預金　会費口座 三菱東京UFJ/春日町 12,439,310

普通預金　講習会口座 三菱東京UFJ/春日町 2,390,485

普通預金　紹責講習会費口座 三菱東京UFJ/春日町 3,669,951

普通預金　職業紹介士口座 三菱東京UFJ/春日町 1,023,162

（現金預金　計） 43,681,082

公益事業充実預金 三菱東京UFJ/春日町 平成24年度分 7,874,701

平成25年度分 6,123,141

平成26年度分 18,630,094

平成27年度分 9,708,489

（公益事業充実預金　計） 42,336,425

棚卸資産（書籍）

よくわかる民営職業紹介事業のＱ＆Ａ ＠405×980 396,900

民営職業紹介事業における職業紹介技法 ＠354×422 149,388

個人情報保護・人権・苦情処理 ＠900×174 156,573

職業紹介事業制度の手引（講習会用） ＠283×7898 2,235,134

有料職業紹介・派遣兼業マニュアル改訂版 ＠442×1051 464,542

職業紹介読本 ＠830×509 422,470

（棚卸資産　計） 3,825,007

前払金 トーセイコミュニティ 前払家賃 911,055

きゅりあん 会場費前払い 154,500

広島平和文化センター 会場費前払い 142,630

㈱スペックホルダー 謝金前払 10,800

（前払金　計） 1,218,985

未収入金 厚生労働省 相談支援請求額 12,448,712

厚生労働省 推奨事業請求額 14,477,349

厚生労働省 しごと情報ネット請求額 18,251,844

（未収入金　計） 45,177,905

136,239,404

２．固定資産

特定資産

退職給付引当資産 三菱東京UFJ/春日町 19,712,699

減価償却引当資産 三菱東京UFJ/春日町 12,496,101

（特定資産　計） 32,208,800

その他固定資産

建物附属設備 間仕切り工事他 1,482,665

什器備品 耐火金庫他 1,050,321

商標権 民紹協ロゴ 63,467

ソフトウェア 紹責受講者管理システム 2,573,710

電話加入権 211,608

保証金 本郷信徳ビル敷金 1,787,565

（その他固定資産　計） 7,169,336

39,378,136

175,617,540

財　産　目　録
平成28年3月31日現在

科目

流 動 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

資 産 合 計



相手先 備考 金額

Ⅱ負債の部

１．流動負債

未払金 本郷税務署 消費税 1,955,500

法人税 均等割 70,000

エクセル出版サービス㈱ 決算書類等保管料 3,780

相互産業㈱ 大阪事務所賃料他 127,678

リコージャパン㈱ パフォーマンスチャージ他 182,689

三菱東京ＵＦＪ銀行 ＢＩＺステーション利用料等 54,108

協会けんぽ 3月分厚生保険料事業主負担分 350,684

ＫＤＤＩ しごと情報ネット使用分 1,128

ソフトバンクモバイル しごと情報ネット使用分 2,393

厚生労働省 4,918,537

中野サンプラザ 会場費（×２回） 330,739

エクセル出版サービス㈱ 書籍保管料等 186,570

ビッグホリデー㈱ 旅費交通費 101,780

岩崎印刷㈱ 紹責テキスト 266,328

ヤマト運輸㈱ 紹責テキスト返送料 20,328

㈱プロリンク サーバー保守料等 264,924

徳山商事㈱ 事務用品 12,513

ＮＴＴファイナンス 00-5842-0294　大阪事務所分 5,896

リコージャパン パフォーマンスチャージ他 4,020

（未払金　計） 8,859,595

前受金 会員 28年度入会金 80,000

会員 28年度賛助会員会費 10,000

会員 28年度正会員会費 142,500

受講者 従事者研修受講料 64,000

受講者 職業紹介士講習 858,000

受講者 紹介責任者講習（新規） 7,334,400

受講者 紹介責任者講習（継続） 1,975,500

（前払金　計） 10,464,400

預り金 職員 源泉所得税 83,560

外部労務委託先 源泉所得税 58,237

謝金支払先 源泉所得税 30,630

職員 健康保険料 161,958

職員 厚生年金保険料 203,734

職員 雇用保険料 33,561

職員 市区町村民税 202,000

謝金支払先 源泉所得税 34,100

謝金支払先 源泉所得税 1,021

謝金支払先 源泉所得税 2,204

（預り金　計） 811,005

仮受金 西神看護婦様 従事者研修仮受金 4,500

（仮受金　計） 4,500

20,139,500

２．固定負債

退職給付引当金 役員及び職員 19,711,640

19,711,640

39,851,140

135,766,400正 味 財 産

科目

流 動 負 債 合 計

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計


