
（単位：千円）

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 6,212

預金 <普通預金>

親和銀行県庁支店(No.0765124） 運転資金として 34,133

十八銀行県庁支店(No.0065449） 運転資金として 2,000

<現金・預金計> 42,344

売掛金 株式会社長崎新聞社 公１・大江戸展受託手数料 3月分 3,036

株式会社産業経済新聞社 公１・松尾敏男巡回展企画料 2,500

株式会社ジャパネットホールディングス 公１・オフィシャルパートナー料 1,620

株式会社テレビ長崎 公１・八代亜紀展受託手数料3月分 1,349

長崎市職員互助会他8件 公１・プレミアカード売上他 214

㈱長崎新聞社他2件 収１・ショップ・カフェ売上 236

<売掛金計> 8,954

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 166

㈱ＦＦＧカード 収１・ショップ・カフェカード売上 284

<カード売掛金計> 450

未収金 文化庁 公３・日韓文化交流事業補助金 915

公益財団法人長崎バス観光振興財団公３・オランダウィーク助成金 500

<未収金計> 1,415

商品 ショップ 収１・ショップ商品 14,405

<商品計> 14,405

食材 カフェ 収１・カフェ食材 248

<食材計> 248

立替金 株式会社長崎新聞社他 公１・大江戸展出張旅費 100

株式会社長崎新聞社他 収1・大江戸展ショップ人件費 304

株式会社テレビ長崎 収1・八代亜紀展ショップ人件費 478

<立替金計> 882

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 39

親和銀行長崎営業部 収１・借入金利息（H29.4/1～6/28） 33

ピー・シー・エー㈱ 法人・H28.4月分会計ソフトリース料 34

<前払費用計> 106

貸倒引当金 公１・売掛金・未収金に対する貸倒計上 △ 31

収１・売掛金・未収金に対する貸倒計上 0

<貸倒引当金計> △ 31

68,773

（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

<基本財産計> 7,500

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 11,461

<特定資産計> 11,461

18,961

87,734資産合計

財　産　目　録

平成30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：千円）

場所・物量等 使用目的等 金額

財　産　目　録

平成30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 340

その他カフェ8件 収１・カフェ食材買掛分 229

産経新聞社事業局 収１・ショップ商品買掛分 773

株式会社ミナ 収１・ショップ商品買掛分 241

株式会社and.basic 収１・ショップ商品買掛分 195

株式会社昭和堂 収１・ショップ商品買掛分 130

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 124

その他ショップ44件 収１・ショップ商品買掛分 978

<買掛金計> 3,010

短期借入金 ㈱親和銀行長崎営業部 収１・商品購入資金 10,000

<短期借入金計> 10,000

未払金 長崎県文化振興課 公１・松尾敏男展特別経費負担金精算金 1,116

<未払金計> 1,116

未払費用 職員 共通・3月給与 6,621

長崎南年金事務所 共通・社会保険料　2-3月分 5,175

九州電力株式会社 共通・電気・電力料　3月分 2,636

西部ガス株式会社 共通・ガス代　3月分 1,908

長崎歴史文化博物館 共通・情報システム保守業務（下期） 1,739

（公財）ながさき地域政策研究所 公益１・マーケティング支援業務（H29/6-H30/3） 1,620

株式会社長南 共通・警備料　　3月分 1,145

株式会社テレビ長崎 公益１・松尾敏男展ＴＶＣＭ料 1,080

産経新聞社事業本部 公益１・松尾敏男展経費 917

株式会社大和総業 共通・日常清掃業務　3月分 808

日本空調サービス株式会社 共通・空調設備保守点検料　3月分 756

菱重ﾌｧｼﾘﾃｨ&ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ 共通・派遣職員給与　3月分 373

株式会社昭和堂 公益１・年間スケジュール印刷費　3月分 372

富士ビル綜合株式会社 共通・設備管理業務　3月分 341

有限会社川辺クリーン商会 共通・グリストラップ排水処理業務他　3月分 338

長崎市上下水道局 共通・上下水道料　3月分 266

日本郵便株式会社 共通・3月分送料 240

日本通運株式会社 公益１・常設3・5室展示替え　3月分 208

㈱FFGカード 共通・2-3月利用分 191

株式会社イシマル 公益１・ＨＰ更新代行他 186

三菱電機ビルテクノサービス株式会社共通・エレベーター定期保守点検 3月分 171

佐川急便株式会社 共通・3月分送料 156

株式会社ディエスジャパン他22件 公益・3月分経費 868

長崎県営バス観光株式会社他4件 収益・3月分経費 87

<未払費用計> 28,202

前受金 水彩連盟長崎支部他1件 公１・H30年度分施設使用料 126

ネッツトヨタ長崎㈱他6件 収２・H30年度分施設使用料 84

<前受金計> 210

預り金 職員他 3月分源泉所得税他 240

職員 3月分住民税 367

<預り金計> 606

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 6,418

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 2,607

<仮受金計> 9,025

賞与引当金 従業員 職員の平成30年賞与支給分 5,479

<賞与引当金計> 5,479

未払法人税等 長崎税務署他 収共通・確定法人税等未払分 432

<未払法人税等計> 432

未払消費税等 長崎税務署 共通・確定消費税未払分 4,325

<未払消費税等計> 4,325

62,406

（固定負債） 退職給付引当金 従業員 職員の退職給付金 11,461

<退職給付引当金計> 11,461

11,461

73,868

13,866

負債合計

正味財産

流動負債合計

固定負債合計


