
財産目録

令和4年3月31日現在

公益財団法人　湘南産業振興財団

（単位：円）

場所・物量等 　使用目的等 金　　額

(流動資産)

現金預金 横浜銀行藤沢中央支店　当座預金 運転資金として  515,000

スルガ銀行藤沢支店　普通預金 　　　〃  97,865,129

横浜銀行藤沢中央支店　普通預金 　　　〃  23,650,769

かながわ信用金庫藤沢営業部　普通預金 　　　〃  25,367,211

さがみ農業協同組合本店　普通預金 　　　〃  204,103

中央労働金庫藤沢支店　普通預金 　　　〃  4,965,786

未収金 内訳書を参照 令和３年度受託収入等  10,858,127

前払金 〃 令和４年度後納郵便費用等  1,604,526

仮払金 〃 退職金共済遺族一時金等  600,000

流動資産合計  165,630,651

(固定資産)

基本財産 投資有価証券 湘南藤沢インキュベーション（株） 運用益を管理費の財源としている  1,000,000

ユーロ円建　為替リンク債 　　　〃  49,694,867

定期預金 横浜銀行藤沢中央支店 　　　〃  8,298,488

大口定期預金 さがみ農業協同組合本店 　　　〃  10,000,000

静岡中央銀行善行支店 　　　〃  10,000,000

りそな銀行藤沢支店 　　　〃  10,000,000

中央労働金庫藤沢支店 　　　〃  10,000,000

横浜信用金庫湘南台支店 　　　〃  10,000,000

三菱ＵＦＪ銀行藤沢支店 　　　〃  10,000,000

かながわ信用金庫藤沢営業部 　　　〃  160,000,000

特定資産 退職給付引当資産 中央労働金庫藤沢支店　普通預金 職員11名分の退職金に備えたもの  43,143,043

神奈川銀行藤沢支店　定期預金 　　　〃  9,000,000

かながわ信用金庫藤沢営業部　大口定期預金 　　　〃  30,000,000

湘南信用金庫藤沢支店　大口定期預金 　　　〃  10,000,000

減価償却引当資産 スルガ銀行藤沢支店　定期預金 固定資産の維持に備えたもの  1,764,674

基金積立資産 スルガ銀行藤沢支店　普通預金 公１（産業支援事業）のため  356,676
退職金共済還元準備積立資産 スルガ銀行藤沢支店　普通預金 他１（給付事業）のため  11,813,129

湘南信用金庫藤沢支店　普通預金 　　　〃  10,000,000

かながわ信用金庫藤沢営業部　大口定期預金 　　　〃  35,000,000

慶弔給付金積立資産 横浜銀行藤沢中央支店　普通預金 他１（給付事業）のため  22,848,890

かながわ信用金庫藤沢営業部　大口定期預金 　　　〃  8,000,000

産業振興基金積立資産 神奈川銀行藤沢支店　定期預金 公１（産業支援事業）のため  608,754

湘南藤沢インキュベーション（株）株式 　　　〃  450,000

ビジネスコンテスト事業積立
資産

スルガ銀行藤沢支店　普通預金 　　　〃  400,000

その他固定資産 什器備品 カウンター一式、プラスソファー、耐火ファイリング
キャビネット

公２（湘南勤労者福祉サービスセンター事業）のため
（公益目的保有財産）

 401,129

サーバーPower Edge R420 収１（公益目的達成受託等事業）のため  446,910

ビジネスウォール BWA-FSD 管理運営のため  330,581

コミュニケーションロボットATOM、aibo本体チョコ
エディション、コミュニケーションロボット
XperiaHello、ポータブルプロジェクター
XperiaTouch、キャラクター召喚装置Gatebox-
GTBX-100JP、次世代型電動車椅子WHILL Model
C2

公１（産業支援事業）のため（公益目的保有財産）  1,548,941

什器備品減価償却累計額 カウンター一式、プラスソファー、耐火ファイリング
キャビネット

公２（湘南勤労者福祉サービスセンター事業）のため
（公益目的保有財産）

▲ 401,126

サーバーPower Edge R420 収１（公益目的達成受託等事業）のため ▲ 446,909

ビジネスウォール BWA-FSD 管理運営のため ▲ 330,580

コミュニケーションロボットATOM、aibo本体チョコ
エディション、コミュニケーションロボット
XperiaHello、ポータブルプロジェクター
XperiaTouch、キャラクター召喚装置Gatebox-
GTBX-100JP、次世代型電動車椅子WHILL Model
C2

公１（産業支援事業）のため（公益目的保有財産） ▲ 586,059

リース資産 会計システムリース 管理運営のため  4,565,040

プリンターリース RICOH Pro C5200S 　　　〃  4,426,060

共済システム賃貸借 公２（湘南勤労者福祉サービスセンター事業）のため
（公益目的保有財産）

 27,018,250

リース資産減価償却累計額 会計システムリース 管理運営のため ▲ 4,565,040

プリンターリース RICOH Pro C5200S 　　　〃 ▲ 2,213,030

共済システム賃貸借 公２（湘南勤労者福祉サービスセンター事業）のため
（公益目的保有財産）

▲ 4,824,687

電話加入権 ＮＯ．２１－３８１１他 共用財産であり、うち73%は収１（公益目的達成受託等事業）
の用に供し、27%は管理運営の用に供している

 74,000

敷金 ロボテラス（アイクロス湘南） 公１（産業支援事業）のため（公益目的保有財産）  423,175

出資金 友愛共済協同組合 公１（産業支援事業）のため  2,000

貸付金 融資事業債務者 公１（産業支援事業）のため  518,352

貸倒引当金 貸付金に対するもの 　　　〃 ▲ 356,676

固定資産合計  488,408,852

　　  資産合計  654,039,503

(流動負債)

未払金 附属明細書を参照 令和３年度光熱水料費等  12,800,973

未払消費税等 税務署 令和３年度消費税及び地方消費税の未納付分  3,011,000

未払法人税等 神奈川県、藤沢市 令和３年度法人県民税及び法人市民税の未納付分  70,000

前受金 内訳書を参照 令和４年度財団賛助会費等  2,242,185

預り金 内訳書を参照（職員分） 社会保険料・市県民税等  444,262

内訳書を参照（事業分） 公２（湘南勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業）の参加者負担金等  13,179,714

リース債務 リース会社に対するもの
会計システムリース、プリンターリース、共済シス
テム賃貸借

リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、翌１年以内に
支払期限が到来する額

 4,178,698

流動負債合計  35,926,832

(固定負債)

退職給付引当金 職員に対するもの 職員11名分の退職金に備えたもの  98,024,514

退職金共済還元準備金 共済加入者に対するもの 他１（給付事業）の退職共済の支払いに備えたもの  51,980,129

リース債務 リース会社に対するもの
会計システムリース、プリンターリース、共済シス
テム賃貸借

リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、翌１年を超え
て支払期限が到来する額

 18,724,645

固定負債合計  168,729,288

　　  負債合計  204,656,120

　　  正味財産  449,383,383

貸借対照表科目
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