
（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 5,093,904

預金 <普通預金>
親和銀行県庁支店(No.0765124） 運転資金として 39,321,684
十八銀行県庁支店(No.0065449） 運転資金として 32,119,717

<<<<現金現金現金現金・・・・預金計預金計預金計預金計>>>> 76,535,30576,535,30576,535,30576,535,305
売掛金 農協観光他4件 公１・展覧会観覧料 46,000

長崎児童美術研究会他7件 公１・施設使用料分 21,108
長崎市職員互助会 公１・プレミアカード売上 45,000
㈱東急ハンズ他5件 収１・ショップ売上 29,740
長崎県県民スポーツ課他9件 収２・施設使用料分他 154,131

<<<<売掛金計売掛金計売掛金計売掛金計>>>> 295,979295,979295,979295,979
カード売掛金 ㈱十八カード 収１・ショップ・カフェカード売上 113,340

㈱ＦＦＧカード 収１・ショップ・カフェカード売上 325,850
<<<<カードカードカードカード売掛金計売掛金計売掛金計売掛金計>>>> 439,190439,190439,190439,190

未収金 文化庁 公１・日韓文化交流事業助成金 2,920,182
株式会社ＪＴＢ 公１・旅行クーポン減員分手数料 179

<<<<未収金計未収金計未収金計未収金計>>>> 2,920,3612,920,3612,920,3612,920,361
商品 ショップ 収１・ショップ商品 13,569,375

<<<<商品計商品計商品計商品計>>>> 13,569,37513,569,37513,569,37513,569,375
食材 カフェ 収１・カフェ食材 312,692

<<<<食材計食材計食材計食材計>>>> 312,692312,692312,692312,692
立替金 富田一彦 公１・図録制作費 302,400

<<<<立替金計立替金計立替金計立替金計>>>> 302,400302,400302,400302,400
前払費用 プラド美術館 公１・H27年度プラド美術館展図録画像使用料 305,003

長崎自動車株式会社 公１・開館10周年講演会招待者リムジンバス代 3,600
長崎県社会福祉協議会 公３・H26年度ボランティア保険保険料 40,200
ピー・シー・エー㈱ 法人・H27.4月分会計ソフトリース料 34,020

<<<<前払費用計前払費用計前払費用計前払費用計>>>> 382,823382,823382,823382,823
貸倒引当金 公１・売掛金・未収金に対する貸倒計上 △ 20,000

収１・売掛金・未収金に対する貸倒計上 △ 4,000
<<<<貸倒引当金計貸倒引当金計貸倒引当金計貸倒引当金計>>>> △ 24,000△ 24,000△ 24,000△ 24,000

94,734,12594,734,12594,734,12594,734,125
（固定資産）
基本財産 預金 <定期預金>

親和銀行県庁支店 公益目的保有財産 7,500,000
<<<<基本財産計基本財産計基本財産計基本財産計>>>> 7,500,0007,500,0007,500,0007,500,000

特定資産 預金 <定期預金>
親和銀行県庁支店 10周年記念事業に備えた特定費用準備資金 27,000,000
親和銀行県庁支店 職員退職給付金の支払に備えたもの 9,927,250

<<<<特定資産計特定資産計特定資産計特定資産計>>>> 36,927,25036,927,25036,927,25036,927,250
44,427,25044,427,25044,427,25044,427,250

139,161,375139,161,375139,161,375139,161,375
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貸借対照表科目
（流動負債） 買掛金 ユーシーシーフーヅ株式会社 収１・カフェ食材買掛分 291,513

株式会社ｵﾌｨｽｶﾐｰﾕ 収１・カフェ食材買掛分 191,687
その他カフェ9件 収１・カフェ食材買掛分 254,849
株式会社フラワー 収１・ショップ商品買掛分 3,599,502
富田一彦 収１・ショップ商品買掛分 879,168
福永紙工株式会社 収１・ショップ商品買掛分 849,489
その他ショップ52件 収１・ショップ商品買掛分 1,914,289

<<<<買掛金計買掛金計買掛金計買掛金計>>>> 7,980,4977,980,4977,980,4977,980,497
短期借入金 ㈱親和銀行長崎営業部 収１・商品購入資金 10,000,000

<<<<短期借入金計短期借入金計短期借入金計短期借入金計>>>> 10,000,00010,000,00010,000,00010,000,000
未払金 ｶﾞｳﾃﾞｨ井上雄彦長崎展実行委員会 公１・展覧会事業精算金 1,787,443

株式会社テレビ長崎 公１・展覧会事業精算金 20,442,069
<<<<未払金計未払金計未払金計未払金計>>>> 22,229,51222,229,51222,229,51222,229,512

未払費用 長崎菱興サービス株式会社 共通・3月分設備管理業務他　 5,359,632
西部ガス株式会社 共通・3月分ガス代　 3,434,256
九州電力株式会社 共通・3月分電気・電力料　 2,778,195
職員 共通・3月給与時間外手当 2,722,926
パート職員 共通・3月分給与 2,406,854
長崎南年金事務所 共通・3月分社会保険料　 1,977,759
株式会社長南 共通・3月分警備料　　 1,243,800
三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 共通・大型映像装置保守点検 665,820
有限会社エーカンパニー 共通・3月分清掃業務　 560,250
長崎市上下水道局 共通・3月分上下水道料　 379,264
日本空調サービス株式会社 共通・蒸気ボイラー及び温水器消耗部品交換 183,600
三菱電機ビルテクノサービス株式会社共通・３月分エレベーター定期保守点検 170,640
長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社 公益・3月分常設監視他　 3,962,483
株式会社ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ九州公益・3月分木梨則武展受付監視業務　 1,386,460
株式会社イシマル 公益・ウェブサイトリニューアル業務 1,198,800
株式会社インテックス 公益・概要パンフレット印刷 1,101,600
日本通運株式会社 公益・富田一彦展作品撮影助手 887,000
株式会社NDKCOM 公益・ホームページリニューアル業務支援 648,000
株式会社日本デザインセンター 公益・開館10周年ロゴデザイン費 540,000
佐川急便株式会社 公益・3月分送料 329,220
タキヤ株式会社 公益・保存箱　19個 254,318
納富司デザイン事務所 公益・プラド展ポスターチラシデザイン費 216,000
山崎加代子 公益・概要パンフレットデザイン費 199,800
㈱FFGカード 公益・ETC他　3/1-3/31利用分 162,805
長崎県営バス観光株式会社 公益・3月分航空券他　 160,300
有限会社ジャパンアート 公益・舟越保武展造作物 139,164
日本紙工印刷株式会社 公益・スクールプログラムガイド印刷 103,680
株式会社ディエスジャパン他28件 公益・3月分経費 1,198,601
株式会社オフィス・カミーユ 収益・2・3月分ｶﾌｪﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽﾛｲﾔﾘﾃｨ　 145,210
株式会社長崎日調他１３件 収益・3月分経費 275,327
吉満税理士事務所他１件 法人・3月分経費 32,616

<<<<未払費用計未払費用計未払費用計未払費用計>>>> 34,824,38034,824,38034,824,38034,824,380
前受金 水彩連盟長崎支部展他５件 公１・H27年度分施設使用料 419,400

ﾘｸﾙｰﾃｨﾝｸﾞ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ株式会社他４件収２・H27年度分施設使用料 57,360
<<<<前受金計前受金計前受金計前受金計>>>> 476,760476,760476,760476,760

預り金 職員他 3月分源泉所得税 194,817
職員 3月分住民税 285,100

<<<<預預預預りりりり金計金計金計金計>>>> 479,917479,917479,917479,917
仮受金 長崎新聞社株式会社他２件 公１・展覧会等前売り券代 331,560

<<<<仮受金計仮受金計仮受金計仮受金計>>>> 331,560331,560331,560331,560
賞与引当金 従業員 職員の平成27年賞与支給分 4,908,702

<<<<賞与引当金計賞与引当金計賞与引当金計賞与引当金計>>>> 4,908,7024,908,7024,908,7024,908,702
未払法人税等 長崎税務署他 収共通・確定法人税等未払分 296,200

<<<<未払法人税等計未払法人税等計未払法人税等計未払法人税等計>>>> 296,200296,200296,200296,200
未払消費税等 長崎税務署 共通・確定消費税未払分 4,225,000

<<<<未払消費税等計未払消費税等計未払消費税等計未払消費税等計>>>> 4,225,0004,225,0004,225,0004,225,000
85,752,52885,752,52885,752,52885,752,528

（固定負債） 退職給付引当金 従業員 職員の退職給付金 9,927,250
<<<<退職給付引当金計退職給付引当金計退職給付引当金計退職給付引当金計>>>> 9,927,2509,927,2509,927,2509,927,250

9,927,2509,927,2509,927,2509,927,250
95,679,77895,679,77895,679,77895,679,778
43,481,59743,481,59743,481,59743,481,597
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