
場所・物量等 金額
（流動資産） 現金預金
　　　　 　現金 手元保管 114,607              
 　　　 　 普通預金 北海道銀行　滝川支店 4,255,203           

北門信金　　 本店 284,377              
                          　 振替口座 ゆうちょ銀行 5,289                 

＜現金・預金計＞ 4,659,476           
　　　　　  有価証券/定期 0

＜有価証券計＞ 0
　　　　　  前　払　金　　 0

＜前払い金計＞ 0
            棚卸資産 ハブハウス物品庫 1,609,586           

＜貯蔵品計＞ 1,609,586           
　　　　　 　　 立　替　金 2,095,916           

＜立替金計＞ 2,095,916           
　　　　　 　　 未　収　金 101,746

＜未収金計＞ 101,746
仮　払　金 駅前サイン基礎工事費 205,200

＜仮払金計＞ 205,200
　　　　流動資産合計 8,671,924        
(固定資産)
基本財産 国債 道銀328 20,001,200        

北門328

定期預金 65,043,630        
定期・道銀073 1,000,000           
定期・道銀104 10,000,000         
定期・道銀115 10,000,000         
定期・道銀114 6,000,000           
定期・道銀118 1,693,630           
定期・北門75-5 10,000,000         
定期・北門83-3 10,000,000         
定期・北門84-3 6,000,000           
定期・北門88-2 10,000,000         
定期・北門78-5 350,000              

土地 2,189.90㎡ 4,343,577          
滝川市中島町148-2,
149-1,150-1

　　　　 89,388,407       
特定資産

28,807,887         
28,307,887        

　　　　　           500,000

定期・道銀122 10,000,000            

定期・道銀123 806,370                

定期・北門66-3 10,000,000            

定期・北門82-3 8,001,517             

　　　　　  　　 17,000,000        
定期・道銀110 5,500,000             

定期・道銀120 1,500,000             

定期・道銀106 10,000,000            

2,098,172          

　　　　　 301,828             

定期・道銀113 2,400,000             

　　　　　  　 7,000,000          
定期・北門85-2 1,500,000             

定期・道銀121 1,500,000             

定期・北門86-2 4,000,000             

5,460,000           
4,274,959          

　　　　　 1,185,041

＜基本財産計＞

航空機購入積立
資産

公益目的事業に供する航空機購入用の資産と
して管理している。運用益を公益目的事業共用
の財源として使用している。

財　産　目　録

他１事業に使用

会員整備用部品代、他

貸借対照表科目 使用目的等

運転資金として

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的
事業共用の財源として使用している。

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的
事業共用の財源として使用している。

公益目的保有財産であり、公１～３事業及び他
１事業の施設に使用している。

格納料他

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年３月３１日現在       　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：円）

曳航ウィンチ購
入積立資産

公益目的事業及び収益等事業並びに管理活
動に供する備品購入用の資産として管理して
いる。運用益を公益目的事業共用の財源として
使用している。

什器備品購入積
立資産

管理棟改修積立
資産

公益目的保有財産及び収益等事業財産並び
に管理活動財産の減価償却の引当資産として
管理している。運用益を公益目的事業共用の
財源として使用している。

研修棟改修積立
資産

管理棟修繕積立
資産

建物の大型修繕用の資産として管理している。
運用益を公益目的事業共用の財源として使用
している。研修棟修繕積立

資産

航空機維持積立
資産

公益目的事業に供する航空機の定期的な補修
用の資産として管理している。運用益を公益目
的事業共用の財源として使用している。



定期・北門76-5 5,000,000             

定期・道銀107 460,000                

　　　　　  13,816,950        
定期・北門89-1 2,962,070             

定期・道銀119 4,000,000             

定期・道銀124 521,160                

特定退職金共済 6,333,720             

建物 研修棟　570.02㎡ 4,689,285          

滝川市中島町148-2 2,344,643             

2,344,642             

油脂庫　11.01㎡ 7,792                
滝川市中島町148-2

　　　　 79,181,914       

建物 管理棟　504.51㎡ 55,185,340        
滝川市中島町139-4 33,111,204            

22,074,136            

建物 研修棟　 6,508,915          
（防火設備） 滝川市中島町148-2 3,254,458             

3,254,457             

建物 管理棟トイレ 1,496,976          
(管理棟トイレ） 滝川市中島町139-4 898,185                

598,791                

機械装置 自走草刈り機 321,191             

  航空機 計13機 2,131,467          
（エンジン2機）

  車輛 計2台 2                      

          什器備品 ウィンチ、無線機、他 814,476             
     773,752                

40,724                  

      　　 有価証券 北門信用金庫出資証券 30,000              

　　　　 66,488,367       
235,058,688     
243,730,612     

（流動負債） 未払金 滝川市協力費 50,000               
           　　 R3消費税 653,400              

その他 整備消耗品、等 217,856              
＜未払金計＞ 921,256             

           　　 前受金 サマトレエントリー費 28,000               
＜前受金計＞ 28,000               

           　   預り金 職員、会員 553,437              
＜預り金計＞ 553,437             

賞与引当金 正職員 898,842              
＜賞与引当金計＞ 898,842             

前受会費 道銀 R4年会費 52,000               
＜前受会費計＞ 52,000               

2,453,535           

(固定負債)           職員分 13,816,950         

13,816,950         

13,816,950         

16,270,485         

227,460,127       

（注）令和３年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。 （単位：円）

期　首 135,409,379             
期　末 132,231,101             

（共用財産）
うち公益目的保有財産 50%
うち収益等事業財産 50%

退職給付引当資
産

職員退職給付引当金見合の引当資産として管
理している。運用益を公益目的事業共用の財
源として使用している。

公益目的保有財産であり、公益目的事業を行う
研修棟の補備施設として使用している。

＜特定資産合計＞

その他固定
資産

（共用財産）
うち公益目的保有財産 60%
うち収益等事業・管理活動財産 40%

（共用財産）
うち公益目的保有財産 50%
うち収益等事業50%

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使
用している。

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使
用している。

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使
用している。

（共用財産）
うち公益目的保有財産 95%
うち収益等事業・管理活動財産 5%

（共用財産）
うち公益目的保有財産 60%
うち収益等事業・管理活動財産 40%

　　　　流動負債合計　

管理目的の財源として使用する財産

＜その他固定資産合計＞
固定資産合計

資産合計
手数料
R3年度の消費税額未払い分

源泉所得税、整備費、フライト料

        正味財産

退職給付引当
金

公益目的事業（含む、他事業）及び管理目的の業
務に従事する職員の退職給付金の引当金である

＜退職給付引当金計＞

        固定負債合計　

        負債合計　


