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附属明細書 

 
  １．基本財産及び特定資産の明細 
    財務諸表に対する注記「２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載 
   
  ２．引当金の明細 
                                         （単位：円） 

科  目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

役員賞与引当金 
賞与引当金 
役員退職慰労引当金 
退職給付引当金 

765,332 
5,610,885 
2,220,000 

25,599,672 

783,999 
6,899,908 

501,000 
3,627,018 

765,332 
5,610,885 
1,443,000 

0 

0 
0 
0 
0 

783,999 
6,899,908 
1,278,000 

29,226,690 
 
 

金        額

1,305,660

6,495,715

6,462,241

15,165

17,230

1,079

155,619,736

116,202,598

11,447,651

  (決済用普通預金)

9,838,349

9,819,186

841,523

659,165

946,778

926,502

1,324,173

686,545

634,633

680,270

792,397

819,966

97,281,300

97,500

371,524

6,000

261,177,435

150,000,000

20,000,000

10,000,000

120,000,000

財財産産目目録録
令和 4年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

  (流動資産)

      ゆうちょ銀行 一三九店 会費用

      ゆうちょ銀行 一三九店 冊子代金用

  現金 手元保管 運転資金として

  預金 当座預金 運転資金として

      ゆうちょ銀行 一三九店 受講料用

      ゆうちょ銀行 一三九店 その他用

　山口銀行 防府支店 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝほうふ用

仮払金

    

    　山口銀行 防府支店

    　山口銀行 油谷支店

　山口銀行 安岡支店

雇用保険料他

    

  普通預金 運転資金として

    　山口銀行 防府支店 県協会用(決済用普通預金)

 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあぶ用

  (決済用普通預金)

岩国支部用

    　山口銀行 防府支店  訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝひかり用

    　山口銀行 岩国南支店

  (決済用普通預金)

    　山口銀行 防府支店

防府支部用

    　山口銀行 県庁内支店 山口支部用

    　山口銀行 柳井支店 柳井支部用

    　山口銀行 光支店 周南支部用

長門支部用

    　山口銀行 萩支店 萩支部用

    　山口銀行 床波支店 宇部支部用

    　山口銀行 西ノ浜支店 小野田支部用

下関支部用

  未収金 3年度委託料他

3年概算払い分個人負担分  立替金

  前払金 4月分AEDﾘｰｽ料 会計ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ

･ｻｰﾊﾞ利用ﾗｲｾﾝｽ料他

  (固定資産)

益を公益目的事業の財源として

      地域福祉活動資産(定期)① 山口銀行 防府支店 使用している

第472回大阪府公債    

  地域福祉活動資産(定期)② 山口銀行 防府支店

  地域福祉活動資産

    

   流動資産合計

    特定資産

公益目的保有財産であり、運用

  地域福祉活動資産(投資有価証券)

財産目録
令和4年3月31日現在
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金      額

429,081,262

27,970,000

6,410,000

3,040,000

11,661,262

380,000,000

1,278,000

1,278,000

29,226,690

29,226,690

31,415,323

31,415,323

224,913,871

206,801,642

7,227,918

217,683

10,666,628

59,907,390

56,088,710

866,630

59,043

2,893,007

2,055,893

2,009,644

43,938

46

2,265

共益事業の用に供している

243㎡ 公益目的事業の用に供している

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝひかり 公益目的保有財産であり、

新館 2,056.33㎡

      県協会収益事業等用 山口県看護研修会館

  本館建替資産(普通) 山口銀行 防府支店    

  山口県看護研修会館 山口県看護研修会館本館建替え

貸借対照表科目

  本館建替資産(定期)③ 山口銀行 防府支店    

  本館建替資産(定期)② 山口銀行 防府支店    

本館建替資産 に備えたもの(資産取得資金)

      本館建替資産(定期)① 山口銀行 防府支店

      役員退職慰労引当資産(普通) 山口銀行 防府支店 支払いに備えたもの

  役員退職慰労引当資産 役員に対する退職慰労金の

  本館建替資産(投資有価証券)    第133回共同発行地方債他

退職給付引当資産 職員に対する退職金の支払いに  

      退職給付引当資産 山口銀行 防府支店

    その他固定資産

備えたもの

光市浅江5丁目10-1 公益目的事業の用に供している

土地

  県協会公益目的事業用 防府市大字上右田2649-1 公益目的保有財産であり、    

  

本館 1,332.73㎡

  建物

共有財産であり､うち95%は公益
目的保有財産として公益目的事
業の用に供し0.1%は共益事業､
4.9%は管理運営の用に供してい
る

  建物付属設備

    

  訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝひかり 公益目的保有財産であり、

電気設備､空調設備等

  県協会公益目的事業用 山口県看護研修会館

  

      県協会法人会計用 山口県看護研修会館 管理運営の用に供している

  電気設備､空調設備等

  電気設備､照明器具等 公益目的事業の用に供している

      県協会収益事業等用 山口県看護研修会館

  

    

場所・物量等 使用目的等

（単位:円）

      県協会公益目的事業用 山口県看護研修会館

      県協会法人会計用 山口県看護研修会館 管理運営の用に供している

共有財産であり､うち95%は公益
目的保有財産として公益目的事
業の用に供し0.1%は共益事業､
4.9%は管理運営の用に供してい
る

共益事業の用に供している

電気設備､空調設備等

擁壁等

      県協会収益事業等用 山口県看護研修会館 共益事業の用に供している

  

    

公益目的事業の用に供している

共有財産であり､うち95%は公益
目的保有財産として公益目的事
業の用に供し0.1%は共益事業､
4.9%は管理運営の用に供してい
る

  擁壁等

山口県看護研修会館

  看板等

  

構築物

  県協会法人会計用 山口県看護研修会館 管理運営の用に供している

  擁壁等

  県協会公益目的事業用 山口県看護研修会館 公益目的保有財産であり、

新駐車場用集水桝､排水溝等

  訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝひかり
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金      額

1,844,366

832,000

670,942

229,585

710

1,530

34,606

74,992

1

140,400

140,400

50,000,000

25,000,000

25,000,000

979,863,195

1,241,040,630

3,584,536

9,158,000

2,185,000

6,973,000

86,820,000

3,463,774

660,000

660,000

783,999

436,799

347,200

6,899,908

6,028,466

36,923

834,519

111,370,217

管理運営の用に供している

山口県看護研修会館及び 公益目的保有財産であり、

各ｽﾃｰｼｮﾝ等 医療機器等 公益目的事業の用に供している

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

山口県看護研修会館 共有財産であり､うち95%は公益
目的保有財産として公益目的事
業の用に供し0.1%は共益事業､
4.9%は管理運営の用に供してい
る

山口県看護研修会館 共有財産であり､うち75%は公益
目的保有財産として公益目的事
業の用に供し0.5%は共益事業､
24.5%は管理運営の用に供してい
る

ﾊﾟｿｺﾝ等

演台等

3月分社会保険料他

  前受金

    

会員管理ｼｽﾃﾑ 追加機能

投資有価証券

  県協会公益目的事業用 公益目的保有財産であり、

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社 公益目的事業の用に供している

  県協会法人会計用 第5回無担保社債

令和4年度入会金 公益目的事業及び管理運営の  前受入会金

  支出に供する入会金の前受け

  仮受金 日本看護協会会費

      日本看護協会会費

      前受受講料 令和4年度研修用 公益目的事業に計上する

前受会費

支出に供する会費の前受け

  預り金 3月源泉所得税他

  令和4年度会費 公益目的事業及び管理運営の

      公益目的事業会計保有分

  役員賞与引当金 令和3年度負担額

      公益目的事業会計保有分

  法人会計保有分    

  法人会計保有分

管理運営の用に供している

      県協会公益目的事業用

  什器備品

  収益事業等会計保有分

   固定資産合計

     資産合計

  (流動負債)

  未払金

      県協会法人会計用

    

    

  賞与引当金 令和3年度負担額

   流動負債合計

受講料等の前受け

  ソフトウェア

（単位:円）

      県協会法人会計用 山口県看護研修会館 管理運営の用に供している

  演台等

      県協会収益事業等用 山口県看護研修会館 共益事業の用に供している

演台等

山口県看護研修会館 共益事業の用に供している

ﾊﾟｿｺﾝ等

ﾊﾟｿｺﾝ

山口県看護研修会館 管理運営の用に供している

ﾊﾟｿｺﾝ等

山口県看護研修会館 管理運営の用に供している
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金      額

1,278,000

547,800

730,200

29,226,690

26,776,881

349,351

2,100,458

30,504,690

141,874,907

1,099,165,723

      公益目的事業会計保有分

  役員退職慰労引当金 期末退職給付要支給額 役員に対する退職慰労金の

  退職給付引当金 期末退職給付要支給額 職員に対する退職金の支払いに

支払いに備えたもの

   固定負債合計

     負債合計

  (固定負債)

（単位:円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

      収益事業等会計保有分

      公益目的事業会計保有分 備えたもの

      法人会計保有分

     正味財産

  法人会計保有分    


