
（単位：円）

場所・物量等 使　用　目　的　等 金　　　額

（流動資産）

現金及び預金 現金　手元保管 運転資金として 2,051,670

決済用普通預金 同　　上 1,159,040,638

　㈱七十七銀行仙台市役所支店

振替口座 同　　上 2,048,705

　ゆうちょ銀行二二九支店

現金及び預金　小計 1,163,141,013

未収金 グリーン・パル会員等 グリーン・パル会費等 12,018,200

仙台市 児童館等職員研修業務委託料等 1,650,000

その他 労働保険料等 1,298,235

未収金　小計 14,966,435

立替金 (社福)仙台市社会福祉協議会他 光熱水費分 3,628,856

1,181,736,304

（固定資産）

　　基本財産 基本財産預金 決済用普通預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益 708,000

　㈱七十七銀行仙台市役所支店 目的事業の財源として使用している。

基本財産投資有価証券 宮城県公募公債第30回1号他 同　　上 299,952,000

　㈱七十七銀行仙台市役所支店

平成25年度第4回北海道公募公債 同　　上 99,340,000

　大和証券㈱仙台支店

基本財産投資有価証券　小計 399,292,000

基本財産　計 400,000,000

　　特定資産 退職給付引当資産 決済用普通預金 568,311,128

　㈱七十七銀行仙台市役所支店

平成29年度第2回仙台市公募公債他 同　　上 199,990,000

　㈱七十七銀行仙台市役所支店

第203回共同発行公募地方債 同　　上 100,000,000

　大和証券㈱仙台支店

第215回共同発行公募地方債 同　　上 100,000,000

　野村證券㈱仙台支店

給付金引当資産 決済用普通預金 ｸﾞﾘｰﾝ・ﾊﾟﾙ事業の引当資産として 20,015,000

　東北労働金庫仙台支店 管理している。

第119回共同発行公募地方債 同　　上 29,985,000

　㈱七十七銀行仙台市役所支店

生活資金預託金引当資産 決済用普通預金 同　　上 10,000,000

　東北労働金庫仙台支店

特定資産　計 1,028,301,128

その他固定資産 車両運搬具 日産デイズ 156,479

什器備品 エアコン計37台 35

飯盒炊飯基本セット（行事用） 1

卓球台 1

人事管理ｼｽﾃﾑｻｰﾊﾞｰ一式(児童館用) 1

1

ファイルサーバー（マイナンバー用） 同　　上 1

動画用ノートパソコン計３台 同　　上 551,307

理事長ビジネスデスク 同　　上 205,236

副理事長ビジネスデスク 同　　上 195,154

専務理事ビジネスデスク 同　　上 122,114

コインロッカー 同　　上 1

折りたたみショーケース 同　　上 195,807
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貸  借  対  照  表  科  目

　流動資産合計

職員退職給付引当金に対応する資産とし
て管理しており、運用益を職員退職給付
引当金の財源として使用している。

公益目的保有財産であり、公益目的事
業で使用している。

公益目的保有財産であり、公益目的事
業で使用している。
　　　　 　　 同　　上
　　　　　　  同　　上
　　　　　    同　　上

監視システム（マイナンバー用） 公益目的保有財産であり、公益目的事
業及び収益事業で使用している。



場所・物量等 使　用　目　的　等 金　　　額

什器備品 ＡＥＤ 同　　上 66,825

シュレッダー 同　　上 74,415

洗濯機及び排水・電源設備 同　　上 598,073

物置計３台 同　　上 514,010

複合機及び専用架台 同　　上 633,967

パーティション一式 同　　上 581,446

タイル畳一式 同　　上 119,748

会員管理用サーバー 収益事業等(他1)の用に供している。 499,290

会員証印刷用カードプリンター計2台 同　　上 325,087

什器備品　小計 4,682,520

電話加入権 022-214-1373 他1回線 収益事業等(他1)の用に供している。 74,984

ソフトウェア 財務システム(オプション) 59,616

財務会計日計表システム 1,273,067

労働社会保険システム 1,469,032

ソフトウェア　小計 2,801,715

敷金 (有)岩松 23,000

保証金 タクシーチケットサービス(株) 50,000

財形住宅金融(株) 200,000

東日本旅客鉄道(株)Suicaカード他 228,000

保証金　小計 478,000

リサイクル預託金 (公財)自動車リサイクル促進センター 7,460

その他固定資産　計 8,224,158

1,436,525,286

2,618,261,590

（流動負債）

未払金 仙台北年金事務所 公益・収益・管理目的事業に従事 46,339,956
する職員の3月分社会保険料

宮城労働局 公益・収益・管理目的事業に従事 863,656
する職員の労働保険料

職員 公益・収益・管理目的事業に従事 13,120,850
する職員の3月勤務分時間外手当等

職員 公益・収益目的事業に従事していた 115,194,195
職員の退職金

(一財)宮城県成人病予防協会 公益・収益目的事業に従事する職員 342,728
の健康診断料

仙台中税務署等 令和3年度分確定消費税及び法人税等 24,291,300

仙台市 指定管理料等の返納金 573,753,438

その他事業者等 公益・収益・管理目的事業に係る 194,337,651
委託料等

未払金　小計 968,243,774

前受金 (株)ハミングバード等 宮城野区文化センター自主事業に対す 503,850

る協賛金等

前受金　小計 503,850

預り金 職員 社会保険料 14,859,054

職員 雇用保険料 172,118

職員 源泉所得税 6,553,602

職員 住民税 9,279,000

職員 グリーン・パル共済金 105,000

預り金　小計 30,968,774

賞与引当金 職員 支給対象期間に対応する賞与の支給 169,200,292
に備えたもの

1,168,916,690

（固定負債） 退職給付引当金 職員 職員の退職金支給に備えたもの。 1,036,379,873

1,036,379,873

2,205,296,563

412,965,027

公益目的保有財産であり、公益目的事
業で使用している。

貸  借  対  照  表  科  目

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び
収益事業で使用している。

　　　　　　　　同　　上
　　　　　　　　同　　上

　　負債合計

　　正味財産

公益目的保有財産であり、公益目的事
業及び収益事業で使用している。
　　　　　　　同　　上
　　　　　　　同　　上

公益目的保有財産であり、児童健全育
成事業(公2)で使用している。

　固定資産合計

  資産合計

　流動負債合計

　固定負債合計


