
（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 4,419,391

預金 <普通預金>

親和銀行県庁支店(No.0765124） 運転資金として 26,777,510

十八銀行県庁支店(No.0065449） 運転資金として 598,795

<現金・預金計> 31,795,696

売掛金 株式会社ジャパネットホールディングス 公・オフィシャルパートナー料 1,620,000

大塚勇造プロジェクト 公・貸館　運河G2/26-3/6 218,870

西部ガス株式会社 収・貸館　ホール2/5-2/8 122,320

株式会社佐川急便 収・ショップ代引き売上 52,087

長崎市職員互助会 公・プレミアカード売上 50,000

株式会社JTB他7件 公・クーポン、前売り券等 19,502

長崎県 公・平成30年度留学生の常設展観覧料 11,760

株式会社エフエム長崎他3件 収・貸館他 81,533

<売掛金計> 2,176,072

カード売掛金 ㈱ＦＦＧカード 収・ショップ・カフェカード売上 1,308,719

㈱十八カード 収・ショップ・カフェカード売上 845,822

<カード売掛金計> 2,154,541

未収金 一般財団法人地域創造 公・杉本博司展助成金 5,000,000

独立行政法人日本芸術文化振興会 公・青木野枝展助成金 2,933,000

文化庁 公・日韓文化交流事業補助金 1,863,262

リカちゃん展長崎会場実行委員会 公・展覧会収支精算 714,538

長崎市上下水道局 公・漏水分還付金 423,320

リカちゃん展長崎会場実行委員会 収・ショップ収支精算 457,774

<未収金計> 11,391,894

商品 ショップ 収・ショップ商品 12,872,978

<商品計> 12,872,978

食材 カフェ 収・カフェ食材 141,747

<食材計> 141,747

立替金 リカちゃん展長崎会場実行委員会 公・展覧会経費 2,329,608

神戸新聞社 公・稲葉出張旅費 177,865

リカちゃん展長崎会場実行委員会 収・展覧会経費 499,310

<立替金計> 3,006,783

前払費用 長崎県社会福祉協議会 公・2019年度ボランティア活動保険料 37,100

親和銀行長崎営業部 収・借入金利息日数按分 66,013

ピー・シー・エー㈱ 法人・H31.4月分会計ソフトリース料 34,020

<前払費用計> 137,133

貸倒引当金 公・売掛金・未収金に対する貸倒計上 △ 83,000

収・売掛金・未収金に対する貸倒計上 △ 17,000

<貸倒引当金計> △ 100,000

63,576,844

（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 13,593,050

<特定資産計> 13,593,050

21,093,050

84,669,894資産合計

財　産　目　録

平成31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31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・カフェ食材買掛分 106,292

その他カフェ9件 収・カフェ食材買掛分 204,591

株式会社ホップ 収・ショップ商品買掛分 271,862

株式会社ミナ 収・ショップ商品買掛分 233,279

株式会社Anomaly 収・ショップ商品買掛分 163,345

株式会社モン・スイユ 収・ショップ商品買掛分 98,228

有限会社オフィスアイ・イケガミ 収・ショップ商品買掛分 69,584

その他ショップ44件 収・ショップ商品買掛分 835,711

<買掛金計> 1,982,892

短期借入金 ㈱親和銀行長崎営業部 収・商品購入資金 20,000,000

<短期借入金計> 20,000,000

未払費用 職員 共通・3月給与 5,731,064

長崎南年金事務所 共通・社会保険料　2-3月分 4,974,831

九州電力株式会社 共通・電気・電力料　3月分 2,597,236

青木野枝 公・作品貸与設営業務・スタッフ旅費 2,565,192

日本通運株式会社 公・輸送展示撤収業務、常設展示替え 2,313,120

西部ガス株式会社 共通・ガス代　3月分 1,710,187

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 1,205,940

たけのした工房　竹ノ下摩須子 共通・虫生息発生源調査と害虫対策費 1,205,280

株式会社長南 共通・警備料　　3月分 1,144,800

アジャスト株式会社 公・広報業務委託費 1,134,000

株式会社ツカサ創研 公・会場設営作業 918,000

株式会社大和総業 共通・日常清掃業務　3月分 816,840

三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 共通・大型映像装置保守点検業務 665,820

長崎歴史文化博物館 共通・情報システム保守業務1-3月分 648,723

総合システム管理株式会社 共通・橋の回廊・カフェ廊剥離施工 542,160

長崎市上下水道局他59件 共通・3月分経費 6,412,622

<未払費用計> 34,585,815

前受金 ヤマサキ　セイイチ 公・施設利用料　2019.6.18-6.23 73,080

住友不動産株式会社他2件 収・2019年度施設利用料　 71,560

<前受金計> 144,640

預り金 職員他 3月分源泉所得税他 315,046

職員 3月分住民税 369,100

長崎市勤労者サービスセンター 3月分会費 4,200

<預り金計> 688,346

仮受金 リカちゃん展長崎会場実行委員会 公・前売り券、ワークショップ参加費 146,000

長崎新聞社株式会社他1件 公・前売り券・共通券 11,620

リカちゃん展長崎会場実行委員会 収・クレジット売上 1,672,561

<仮受金計> 1,830,181

賞与引当金 従業員 職員の2019年賞与支給分 5,587,102

<賞与引当金計> 5,587,102

未払法人税等 長崎税務署他 収共通・確定法人税等未払分 471,600

<未払法人税等計> 471,600

未払消費税等 長崎税務署 共通・確定消費税未払分 2,774,300

<未払消費税等計> 2,774,300

68,064,876

（固定負債） 退職給付引当金 従業員 職員の退職給付金 13,593,050

<退職給付引当金計> 13,593,050

13,593,050

81,657,926

3,011,968

負債合計

正味財産

流動負債合計

固定負債合計


