
（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 5,523,262

預金 <普通預金>
親和銀行県庁支店(No.0765124） 運転資金として 38,529,341
十八銀行県庁支店(No.0065449） 運転資金として 30,354,161

<現金・預金計> 74,406,764
売掛金 長崎新聞社 公１・くまのプーさん展受託手数料 3月分 1,504,376

チケットぴあ九州㈱他2件 公１・展覧会観覧料 30,846
長崎市職員互助会 公１・プレミアカード売上 20,000
㈱東急ハンズ他6件 収１・ショップ・カフェ売上 791,438
長崎県福祉保健課他2件 収２・施設使用料分他 44,720

<売掛金計> 2,391,380
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 149,753

㈱ＦＦＧカード 収１・ショップ・カフェカード売上 429,901
<カード売掛金計> 579,654

未収金 文化庁 公１・日韓文化交流事業補助金 1,938,408
<未収金計> 1,938,408

商品 ショップ 収１・ショップ商品 14,800,556
<商品計> 14,800,556

食材 カフェ 収１・カフェ食材 326,571
<食材計> 326,571

立替金 長崎新聞社㈱他2件 公１・ミュシャ展撮影コーナー経費立替他 15,720
長崎新聞社㈱ 収1・くまのプーさん展ショップ人件費 429,604

<立替金計> 445,324
前払費用 長崎県社会福祉協議会 公３・H28年度ボランティア保険保険料 37,800

ピー・シー・エー㈱ 法人・H28.4月分会計ソフトリース料 34,020
<前払費用計> 71,820

貸倒引当金 公１・売掛金・未収金に対する貸倒計上 △ 13,000
収１・売掛金・未収金に対する貸倒計上 △ 6,000

<貸倒引当金計> △ 19,000
94,941,477

（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> 7,500,000

特定資産 預金 <定期預金>
親和銀行県庁支店 職員退職給付金の支払に備えたもの 11,222,900

<特定資産計> 11,222,900
18,722,900

113,664,377
固定資産合計

財　産　目　録
平成28年3月31日現在

貸借対照表科目

流動資産合計

資産合計



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

財　産　目　録
平成28年3月31日現在

貸借対照表科目
（流動負債） 買掛金 株式会社ｵﾌｨｽｶﾐｰﾕ 収１・カフェ食材買掛分 274,709

ユーシーシーフーヅ株式会社 収１・カフェ食材買掛分 109,942
その他カフェ9件 収１・カフェ食材買掛分 183,159
株式会社ミナ 収１・ショップ商品買掛分 440,121
有限会社ジーエヌインク 収１・ショップ商品買掛分 234,819
株式会社ウィークス 収１・ショップ商品買掛分 222,777
株式会社マイブックサービス 収１・ショップ商品買掛分 206,993
株式会社インサイト　アートワークス 収１・ショップ商品買掛分 142,235
株式会社トンカチ 収１・ショップ商品買掛分 141,117
アマテラス株式会社 収１・ショップ商品買掛分 117,175
その他ショップ47件 収１・ショップ商品買掛分 1,010,065

<買掛金計> 3,083,112
短期借入金 ㈱親和銀行長崎営業部 収１・商品購入資金 15,000,000

<短期借入金計> 15,000,000
未払費用 パート職員 共通・3月分給与 5,624,747

菱重ﾌｧｼﾘﾃｨ&ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ株式会社 共通・3月分設備管理業務他　 4,300,270
長崎南年金事務所 共通・3月分社会保険料　 2,353,175
九州電力株式会社 共通・3月分電気・電力料　 2,111,996
西部ガス株式会社 共通・3月分ガス代　 1,723,498
長崎歴史文化博物館 共通・大型映像装置保守点検 1,644,721
職員 共通・3月給与時間外手当 1,349,612
株式会社長南 共通・3月分警備料　　 1,077,426
長崎市上下水道局 共通・3月分上下水道料　 272,840
佐川急便株式会社 共通・3月分送料 187,860
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
株式会社ｲｼﾏﾙ他18件 共通・３月分経費 732,976
株式会社ツカサ創研 公益・ソフィ・カル展展会場設営費 4,158,000
レンブラントハウス美術館 公益・作品借用料　3回目 3,029,869
ヤマトロジスティクス株式会社 公益・ソフィ・カル展輸送展示業務 2,356,980
たけのした工房竹ノ下磨須子 公益・虫生息発生源調査と虫害対策費 1,141,614
株式会社昭和堂 公益・年報26年度版印刷 495,000
株式会社インテックス 公益・研究紀要印刷費 410,400
長崎電気軌道株式会社 公益・ポスター掲出料 378,000
長崎新聞社 公益・くまのプーさん展会員入場料 (3月分) 220,000
有限会社ジャパン・アート他4件 公益・3月分経費 155,176
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　 89,270
株式会社長崎日調他12件 収益・3月分経費 245,898
吉満税理士事務所他１件 法人・3月分経費 77,058

<未払費用計> 34,307,026
前受金 九州日中文化協会他2件 公１・H27年度分施設使用料 157,467

日本ライフライン㈱他12件 収２・H27年度分施設使用料 258,816
<前受金計> 416,283

預り金 職員他 3月分源泉所得税 214,491
職員 3月分住民税 303,500

<預り金計> 517,991
仮受金 長崎新聞社株式会社 公１・展覧会チケット売上 5,364,644

長崎新聞社株式会社 収１・くまのプーさん展グッズ売上 10,769,025
<仮受金計> 16,133,669

賞与引当金 従業員 職員の平成28年賞与支給分 5,479,333
<賞与引当金計> 5,479,333

未払法人税等 長崎税務署他 収共通・確定法人税等未払分 1,816,300
<未払法人税等計> 1,816,300

未払消費税等 長崎税務署 共通・確定消費税未払分 3,770,300
<未払消費税等計> 3,770,300

80,524,014
（固定負債） 退職給付引当金 従業員 職員の退職給付金 11,222,900

<退職給付引当金計> 11,222,900
11,222,900
91,746,914
21,917,463

負債合計
正味財産

流動負債合計

固定負債合計


