
 

平成２８年度 
（平成２８年６月１日～平成２９年５月３１日） 



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産） 現金 手元保管 運転資金として 28,991

普通預金 第四銀行 出来島支店 （本部） 運転資金として 30,978,533

普通預金 第四銀行 出来島支店 （下越地区） 運転資金として 194,254

普通預金 第四銀行 出来島支店 （新潟地区） 運転資金として 1,661,769

普通預金 第四銀行 出来島支店 （三条地区） 運転資金として 156,792

普通預金 第四銀行 出来島支店 （長岡地区） 運転資金として 323,125

普通預金 第四銀行 出来島支店 （南越後地区） 運転資金として 65,908

普通預金 第四銀行 出来島支店 （柏崎地区） 運転資金として 166,832

普通預金 第四銀行 出来島支店（上越地区） 運転資金として 137,257

普通預金 第四銀行 出来島支店 （佐渡地区） 運転資金として 106,421

定期預金 第四銀行 出来島支店 運転資金として 5,000,000

振替貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 80,308

通常貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 6,039,466

小口現金 地区手元保管（下越地区） 運転資金として 69,153

小口現金 地区手元保管（新潟地区） 運転資金として 26,473

小口現金 地区手元保管（三条地区） 運転資金として 20,113

小口現金 地区手元保管（長岡地区） 運転資金として 135,450

小口現金 地区手元保管（南越後地区） 運転資金として 5,773

小口現金 地区手元保管（柏崎地区） 運転資金として 30,765

未収金 公共嘱託登記事業に係る事業収益 1,281,949

貯蔵品 切手・印紙 業務用 15,911

前払金
全国公共嘱託登記土地家屋調査士協
会連絡協議会

総会費用 95,760

流動資産合計 46,621,003

（固定資産）

特定資産 退職給付引当資産 第四銀行 出来島支店　普通預金 職員2名の退職金の支払いに備えるため 2,885,000

その他固定資産 建物 新潟市中央区明石2丁目2番20号（事務局） 法人運営の用に供する財産として使用 3,290,397

建物附属設備 エアコン 法人運営の用に供する財産として使用 159,022

什器備品 パソコン2台およびテーブルセット 法人運営の用に供する財産として使用 3

ソフトウェア 公益法人会計ソフト
公益目的事業の実施及び法人運営の用に供
する財産としてそれぞれ50％を計上

330,561

電話加入権 NTT固定電話 法人運営の用に供する財産として使用 147,784

固定資産合計 6,812,767

資産合計 53,433,770

（流動負債） 未払金 担当社員 事業収益に係る業務処理費 3,864,269

未払金 新潟労働局 労働保険料 64,664

未払金 (株)第四銀行 後納手数料 432

未払金 (株)エンジュ 名刺　 2,160

未払消費税等 収支に伴う消費税等 消費税等 378,300

預り金 源泉所得税 業務処理費に対する源泉所得税 931,255

預り金 源泉所得税 職員、理事等の給与に係る源泉所得税　 320,651

預り金 住民税 職員の給与に係る住民税 19,800

預り金 社会保険料 職員の給与に係る社会保険 24,883

預り金 労働保険料 職員の給与に係る労働保険料 33,852

前受金 土地家屋調査士法人 入会金 60,000

流動負債合計 5,700,266

（固定負債） 退職給付引当金 退職給付債務 職員2名の退職金の支払いに備えるため 2,885,000

固定負債合計 2,885,000

負債合計 8,585,266

正味財産 44,848,504

 財        産        目        録
平成29年5月31日現在

貸借対照表科目



 

平成２７年度 
（平成２７年６月１日～平成２８年５月３１日） 



場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産） 現金 手元保管 運転資金として 13,626

普通預金 第四銀行 出来島支店 （本部） 運転資金として 31,137,698

普通預金 第四銀行 出来島支店 （下越地区） 運転資金として 132,035

普通預金 第四銀行 出来島支店 （新潟地区） 運転資金として 784,265

普通預金 第四銀行 出来島支店 （三条地区） 運転資金として 170,211

普通預金 第四銀行 出来島支店 （長岡地区） 運転資金として 341,268

普通預金 第四銀行 出来島支店 （南越後地区） 運転資金として 207,838

普通預金 第四銀行 出来島支店 （柏崎地区） 運転資金として 235,391

普通預金 第四銀行 出来島支店（上越地区） 運転資金として 246,910

普通預金 第四銀行 出来島支店 （佐渡地区） 運転資金として 25,858

定期預金 第四銀行 出来島支店 運転資金として 5,000,000

振替貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 60,992

通常貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 9,410,262

小口現金 地区手元保管（下越地区） 運転資金として 120,836

小口現金 地区手元保管（新潟地区） 運転資金として 44,181

小口現金 地区手元保管（三条地区） 運転資金として 8,478

小口現金 地区手元保管（長岡地区） 運転資金として 136,957

小口現金 地区手元保管（南越後地区） 運転資金として 9,332

小口現金 地区手元保管（柏崎地区） 運転資金として 17,607

貯蔵品 切手・印紙 業務用 25,592

前払金
全国公共嘱託登記土地家屋調査士協
会連絡協議会

総会費用 20,000

流動資産合計 48,149,337

（固定資産）

特定資産 退職給付引当資産 第四銀行 出来島支店　普通預金 職員2名の退職金の支払いに備えるため 2,345,000

その他固定資産 建物 新潟市中央区明石2丁目2番20号（事務局） 法人運営の用に供する財産として使用 3,486,565

建物附属設備 エアコン 法人運営の用に供する財産として使用 188,452

什器備品 パソコン2台およびテーブルセット 法人運営の用に供する財産として使用 9,543

ソフトウェア 公益法人会計ソフト
公益目的事業の実施及び法人運営の用に供
する財産としてそれぞれ50％を計上

467,345

電話加入権 NTT固定電話 法人運営の用に供する財産として使用 147,784

固定資産合計 6,644,689

資産合計 54,794,026

（流動負債） 未払金 担当社員 事業収益に係る業務処理費 2,472,852

未払金 新潟労働局 労働保険料 73,766

未払金 (株)第四銀行 後納手数料 540

未払金 エイボックエィ・ティ・システム（株） 議事録テープ起し料金 35,380

未払消費税等 収支に伴う消費税等 消費税等 428,200

預り金 源泉所得税 業務処理費に対する源泉所得税 1,380,899

預り金 源泉所得税 職員、理事等の給与に係る源泉所得税　 484,138

預り金 住民税 職員の給与に係る住民税 17,000

預り金 社会保険料 職員の給与に係る社会保険 24,883

預り金 労働保険料 職員の給与に係る労働保険料 41,483

前受金 土地家屋調査士 入会金 60,000

流動負債合計 5,019,141

（固定負債） 退職給付引当金 退職給付債務 職員2名の退職金の支払いに備えるため 2,345,000

固定負債合計 2,345,000

負債合計 7,364,141

正味財産 47,429,885

財 産 目 録
平成28年5月31日現在

貸借対照表科目

財　　産　　目　　録
平成28年５月31日現在

（単位：円）



 

平成２６年度 
（平成２６年６月１日～平成２７年５月３１日） 



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産） 現金 手元保管 運転資金として 34,168

普通預金 第四銀行 出来島支店　(本部) 運転資金として 36,866,399

第四銀行 出来島支店　(下越地区) 運転資金として 425,682

第四銀行 出来島支店　(新潟地区) 運転資金として 1,763,835

第四銀行 出来島支店　(三条地区) 運転資金として 309,845

第四銀行 出来島支店　(長岡地区) 運転資金として 686,357

第四銀行 出来島支店　(南越後地区) 運転資金として 284,774

第四銀行 出来島支店　(柏崎地区) 運転資金として 178,625

第四銀行 出来島支店　(上越地区) 運転資金として 217,444

第四銀行 出来島支店　(佐渡地区) 運転資金として 249,309

定期預金 第四銀行 出来島支店 運転資金として 5,000,000

振替貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 86,116

通常貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 6,944,257

小口現金 地区手元保管 （下越地区） 運転資金として 73,819

地区手元保管 （新潟地区） 運転資金として 78,568

地区手元保管 （三条地区） 運転資金として 20,124

地区手元保管 （長岡地区） 運転資金として 95,212

地区手元保管 （南越後地区） 運転資金として 9,164

地区手元保管 （柏崎地区） 運転資金として 2,760

貯蔵品 切手・印紙 業務用 6,711

未収金 公共嘱託登記事業にかかる事業収益 301,320

前払金 全公連総会費用 92,060

流動資産合計 53,726,549

（固定資産）

特定資産 退職給付引当資産 第四銀行 出来島支店 職員2名の退職に備えるため 1,945,000

その他固定資産 建物 新潟市中央区明石2丁目2番20号 事務局 3,682,734

建物附属設備 エアコン 217,882

什器備品 パソコン等 15,918

ソフトウェア PCA公益法人会計ソフト 604,129

電話加入権 NTT固定電話 147,784

固定資産合計 6,613,447

資産合計 60,339,996

（流動負債） 未払金 担当社員 事業収益に係る業務処理費 4,205,105

未払金 日本年金機構 職員社会保険料 64,270

未払金 新潟労働局 労働保険料納付確定額 69,156

未払金 社員 社員手当 332,740

未払金 エイボックエィ・ティ・システム(株) 議事録テープ起し料金 38,102

未払金 NTTファイナンス(株) 電話料金 10,881

未払金 NTTファイナンス(株) 電話機リース料 8,138

未払金 (株)第四銀行 後納手数料 216

未払金 (株)BSNアイネット システムサポート料 10,800

未払消費税等 収支に伴う消費税等 消費税等 794,100

預り金 源泉所得税 業務処理費に対する源泉所得税 1,494,966

預り金 源泉所得税 職員、理事等の給与に係る源泉所得税　 250,191

預り金 住民税 職員の給与に係る住民税 16,700

預り金 社会保険料 職員の給与に係る社会保険 89,494

預り金 労働保険料 職員の給与に係る労働保険料 40,587

流動負債合計 7,425,446

（固定負債） 退職給付引当金 職員2名の退職に備えるため 1,945,000

固定負債合計 1,945,000

負債合計 9,370,446

正味財産 50,969,550

 財        産        目        録
平成27年5月31日現在

貸借対照表科目



 

平成２５年度 
（平成２５年６月１日～平成２６年５月３１日） 



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産） 現金 手元保管 運転資金として 41,158

普通預金 第四銀行 出来島支店 運転資金として 41,256,670

定期預金 第四銀行 出来島支店 運転資金として 5,000,000

振替貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 57,330

通常貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 4,562,683

小口現金 地区手元保管 運転資金として 317,002

貯蔵品 切手・印紙 業務用 20,792

未収金 公共嘱託登記事業にかかる事業収益 1,284,087

未収金 システムサポート料消費税差額 3

前払金 全公連総会費用 92,060

流動資産合計 52,631,785

（固定資産）

特定資産 退職給付引当資産 第四銀行 出来島支店 職員2名の退職に備えるため 1,475,000

その他固定資産 建物 新潟市中央区明石2丁目2番20号 事務局 3,878,902

建物付属設備 エアコン 247,312

什器備品 パソコン等 32,820

電話加入権 NTT固定電話 147,784

固定資産合計 5,781,818

資産合計 58,413,603

（流動負債） 未払金 担当社員 事業収益に係る業務処理費 5,154,621

未払金 日本年金機構 職員社会保険料 63,888

未払金 新潟労働局 労働保険料納付確定額 106,378

未払金 エイボックエィ・ティ・システム(株) 議事録テープ起し料金 14,364

未払金 NTTファイナンス(株) 電話料金 14,262

未払金 NTTファイナンス(株) 電話機リース料 7,912

未払金 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) メールサービス料 1,278

未払金 (株)エンジュ 名刺 2,160

未払金 (株)第四銀行 後納手数料 216

未払金 (株)BSNアイネット システムサポート料 10,800

未払消費税等 収支に伴う消費税等 消費税等納付 251,300

預り金 源泉所得税 業務処理費に対する源泉所得税 4,098,549

預り金 源泉所得税 職員、理事等の給与に係る源泉所得税　 279,923

預り金 住民税 職員の給与に係る住民税 14,200

預り金 社会保険料 職員の給与に係る社会保険 89,507

預り金 労働保険料 職員の給与に係る労働保険料 39,124

前受金 社員 定額会費 30,000

流動負債合計 10,178,482

（固定負債） 退職給付引当金 職員2名の退職に備えるため 1,475,000

固定負債合計 1,475,000

負債合計 11,653,482

正味財産 46,760,121

 財        産        目        録
平成26年 5月31日現在

貸借対照表科目
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