
（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 4,406,541

預金 <普通預金>
親和銀行県庁支店(No.0765124） 運転資金として 24,402,780
十八銀行県庁支店(No.0065449） 運転資金として 32,360,311

<現金・預金計> 61,169,632
売掛金 長崎新聞社 公１・アートたけし展受託手数料 3月分 1,098,125

㈱TNCプロジェクト 公１・夢の美術館図録、音声ガイド売上 346,524
㈲ララ・サービス他7件 公１・展覧会観覧料 198,389
長崎市職員互助会 公１・プレミアカード売上 35,000
㈱長崎新聞社他3件 収１・ショップ・カフェ売上 351,241
㈱リクルートキャリア他5件 収２・施設使用料分他 78,437

<売掛金計> 2,107,716
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 143,934

㈱ＦＦＧカード 収１・ショップ・カフェカード売上 434,880
<カード売掛金計> 578,814

未収金 文化庁 公１・日韓文化交流事業補助金 1,929,410
日本芸術文化振興会 公１・新宮晋展助成金 3,594,000

<未収金計> 5,523,410
商品 事務所 公１・平成27年度年報 594,000

ショップ 収１・ショップ商品 12,919,703
<商品計> 13,513,703

食材 カフェ 収１・カフェ食材 271,629
<食材計> 271,629

立替金 ﾏﾘｰ･ﾛｰﾗﾝｻﾝ展実行委員会他2件 公１・実行委員会経費立替他 178,619
㈱長崎新聞社 収1・アートたけし展ショップ人件費 339,588
㈱福岡総研 収1・夢の美術館ショップ人件費 520,763

<立替金計> 1,038,970
前払費用 長崎県社会福祉協議会 公３・H29年度ボランティア保険保険料 41,650

親和銀行長崎営業部 収１・借入金利息（H29.4/1～6/28） 72,236
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> 147,906
貸倒引当金 公１・売掛金・未収金に対する貸倒計上 △ 46,000

収１・売掛金・未収金に対する貸倒計上 △ 6,000
<貸倒引当金計> △ 52,000

84,299,780
（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 13,095,350

<特定資産計> 13,095,350
20,595,350

104,895,130資産合計

財　産　目　録
平成29年3月31日現在

貸借対照表科目

流動資産合計

固定資産合計



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

財　産　目　録
平成29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 398,846

その他カフェ8件 収１・カフェ食材買掛分 269,339
株式会社明和電機 収１・ショップ商品買掛分 212,409
迫頭　幸子 収１・ショップ商品買掛分 202,727
株式会社ミナ 収１・ショップ商品買掛分 168,220
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 165,187
株式会社トンカチ 収１・ショップ商品買掛分 134,991
その他ショップ40件 収１・ショップ商品買掛分 882,738

<買掛金計> 2,434,457
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
未払金 デンマーク・デザイン展実行委員会 公１・展覧会精算金 2,276,372

<未払金計> 2,276,372
未払費用 職員 共通・3月給与 6,421,163

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　 2,982,706
九州電力株式会社 共通・3月分電気・電力料　 2,330,459
長崎南年金事務所 共通・3月分社会保険料　 2,301,220
長崎歴史文化博物館 共通・情報システム保守業務他（下期） 1,908,921
西部ガス株式会社 共通・3月分ガス代　 1,713,319
株式会社南西電通 共通・3月分監視カメラ補修 1,122,120
株式会社長南　警備料 共通・3月分警備料　　 1,071,000
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業務（下期） 817,020
アイティーエックス株式会社 共通・3月分監視カメラ補修 505,224
長崎工房杉本淳 共通・3月分館外案内表示補修他 412,992
池田清掃有限会社 共通・3月分床はく離洗浄ﾜｯｸｽ仕上げ業務 270,000
長崎市上下水道局 共通・3月分上下水道料　 265,855
株式会社イシマル 共通・3月分会議用テーブル椅子修理 258,120
長崎県営バス観光株式会社 共通・3月分館長旅費他　 171,780
三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ株式会社 共通・3月分エレベーター定期保守点検 170,640
ライトアンドリヒト株式会社 共通・3月分スポットライト修繕 153,900
株式会社ｲｼﾏﾙ他22件 共通・３月分経費 961,083
株式会社TNCプロジェクト 公益・夢の美術館企画料他 9,065,473
株式会社アド長崎新聞社 公益・長崎新聞広告料 1,263,600
公益財団法人ながさき地域政策研究 公益・未来館者に関する調査業務 1,239,926
株式会社テレビ長崎 公益・夢の美術館広報・宣伝料 1,080,000
株式会社明和電機 公益・ライブ＆ワークショップ開催費 777,358
株式会社西日本新聞ｲﾍﾞﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 公益・夢の美術館主催料 540,000
株式会社プラプラックス 公益・メディア芸術の世界開催費 535,173
長崎電気軌道株式会社 公益・告知ポスター掲出 529,200
長崎電気軌道株式会社 公益・告知ポスター掲出 453,600
視覚障害者とつくる美術鑑賞ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 公益・鑑賞ワークショップ費 380,000
一般社団法人日本美術著作権協会 公益・夢の美術館著作権使用料 279,100
有限会社ジャパン・アート 公益・plaplax作品展造作・設営撤去費 278,444
株式会社ｱｿｳ.ﾋｭｰﾏﾆｰｾﾝﾀｰ 公益・3月分広報スタッフ派遣料　 148,770
川路あずさ 公益・春のぽかぽか美術館ﾁﾗｼﾃﾞｻﾞｲﾝ費 100,000
日本通運株式会社他9件 公益・3月分経費 349,645
東芝テック株式会社他10件 収益・3月分経費 126,861
吉満税理士事務所他１件 法人・3月分経費 91,648

<未払費用計> 41,076,320
前受金 ㈱長崎新聞社他4件 公１・H27年度分施設使用料 793,186

学校法人川島学園他10件 収２・H27年度分施設使用料 84,168
<前受金計> 877,354

預り金 職員他 3月分源泉所得税 286,474
職員 3月分住民税 390,500

<預り金計> 676,974
仮受金 長崎新聞社株式会社他1件 公１・展覧会チケット売上 3,752,940

長崎新聞社株式会社他1件 収１・アートたけし展他グッズ売上 3,083,192
<仮受金計> 6,836,132

賞与引当金 従業員 職員の平成29年賞与支給分 4,883,207
<賞与引当金計> 4,883,207

未払法人税等 長崎税務署他 収共通・確定法人税等未払分 349,700
<未払法人税等計> 349,700

未払消費税等 長崎税務署 共通・確定消費税未払分 4,166,500
<未払消費税等計> 4,166,500

78,577,016
（固定負債） 退職給付引当金 従業員 職員の退職給付金 13,095,350

<退職給付引当金計> 13,095,350
13,095,350
91,672,366
13,222,764

負債合計
正味財産

流動負債合計

固定負債合計


