
(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 2,479,153
預金 普通預金

　埼玉りそな銀行　伊奈支店 運転資金として 59,508,161
　埼玉りそな銀行　川越支店 　　　〃 1,909,719
　埼玉りそな銀行　幸手支店 　　　〃 3,909,579
　埼玉りそな銀行　杉戸支店 　　　〃 131,946
　埼玉りそな銀行　大宮支店 　　　〃 4,524,773
　埼玉りそな銀行　蓮田支店 　　　〃 2,935,571
　埼玉りそな銀行　草加支店 　　　〃 15,280,454
　埼玉りそな銀行　鶴瀬支店 　　　〃 27,244,740
　埼玉りそな銀行　北本支店 　　　〃 731,328
　埼玉りそな銀行　戸田支店 　　　〃 4,796,776
　埼玉りそな銀行　久喜支店 　　　〃 1,022,486
　埼玉りそな銀行　行田支店 　　　〃 823,128
　埼玉りそな銀行　小鹿野支店 　　　〃 1,092,138
　埼玉りそな銀行　日高支店 　　　〃 1,505,195
　埼玉りそな銀行　吉川支店 　　　〃 728,313
　埼玉りそな銀行　坂戸支店 　　　〃 3,507,051
　埼玉りそな銀行　三郷支店 　　　〃 11,079,498
　埼玉りそな銀行　深谷支店 　　　〃 1,958,096
　埼玉りそな銀行　鴻巣支店 　　　〃 1,338,828
　埼玉りそな銀行　白岡支店 　　　〃 2,965,445
　埼玉りそな銀行　皆野支店 　　　〃 887,498
　埼玉りそな銀行　本庄支店 　　　〃 3,862,368
　埼玉りそな銀行　加須支店 　　　〃 2,865,290
　埼玉りそな銀行　越谷支店 　　　〃 1,232,510
　埼玉りそな銀行　秩父支店 　　　〃 1,444,437
　埼玉りそな銀行　羽生支店 　　　〃 1,131,150
　埼玉りそな銀行　熊谷支店 　　　〃 2,220,976
　埼玉りそな銀行　鶴ヶ島支店 　　　〃 4,611,832
　埼玉りそな銀行　狭山支店 　　　〃 2,130,408
　埼玉りそな銀行　飯能支店 　　　〃 2,949,710
　埼玉りそな銀行　上尾支店 　　　〃 13,061,873
　埼玉りそな銀行　寄居支店 　　　〃 1,826,968
　埼玉りそな銀行　桶川支店 　　　〃 1,550,987
　埼玉りそな銀行　東松山支店 　　　〃 89,551
　埼玉りそな銀行　児玉支店 　　　〃 857,351
　埼玉りそな銀行　春日部西口支店 　　　〃 3,278,430
　埼玉りそな銀行　朝霞支店 　　　〃 4,691,636
　埼玉りそな銀行　宮代支店 　　　〃 257,689
　埼玉りそな銀行　蕨支店 　　　〃 236,902
　武蔵野銀行　伊奈支店 　　　〃 32,721,075
　武蔵野銀行　新座南支店 　　　〃 4,690,776
　武蔵野銀行　所沢駅前支店 　　　〃 4,419,076
　武蔵野銀行　戸田支店 　　　〃 5,000
　さいたま農協　大谷支店 　　　〃 1,000
　埼玉ひびきの農協　上里支店 　　　〃 1,228,359
　埼玉中央農協　川島支店 　　　〃 1,728,028
　埼玉中央農協　北吉見支店 　　　〃 262,994
　埼玉縣信金　伊奈支店 　　　〃 7,696,446
　埼玉縣信金　小川支店 　　　〃 148,136
　青木信金　並木町支店 　　　〃 3,532,252
　大和ネクスト銀行　エビス支店 　　　〃 82
　ゆうちょ銀行　八潮 　　　〃 1,676,751
　ゆうちょ銀行　入間 　　　〃 812,352
　ゆうちょ銀行　松伏 　　　〃 1,332,479
　ゆうちょ銀行　寄居 　　　〃 1,677
　ゆうちょ銀行　東松山 　　　〃 551,615
　ゆうちょ銀行　飯能 　　　〃 20,345
定期預金
　埼玉りそな銀行　伊奈支店 運転資金として 27,000
　武蔵野銀行　伊奈支店 　　　〃 3,695
　埼玉縣信金　伊奈支店 　　　〃 20,012,465
　大和ネクスト銀行　エビス支店 　　　〃 6,470
郵便振替口座
　郵便振替 運転資金として 25,516,488

未収金 労働者派遣事業に係る未収額 労働者派遣事業収入 155,322,639
前払金 翌年度の事業に係る前払金 保険料 329,991
立替金 労働者派遣事業に係る立替金 労働者派遣事業システム賃借料 10,170
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(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額貸 借 対 照 表 科 目

流動資産合計 460,717,305
（固定資産）
基本財産

定期預金 定期預金
　埼玉りそな銀行　伊奈支店 7,000,000
定期預金
　武蔵野銀行　伊奈支店 17,000,000
定期預金
　埼玉縣信金　伊奈支店 4,000,000
定期預金
　埼玉県信用農業協同組合連合会 4,000,000

投資有価証券 投資有価証券
　埼玉県債 50,000,000

特定資産
退職給付引当 普通預金 職員の退職に備えたもの
資産 　埼玉りそな銀行　伊奈支店 13,921,438

定期預金
　埼玉りそな銀行　伊奈支店 232,558,128
投資有価証券
　埼玉県債 20,000,000

減価償却引当 定期預金
資産 　武蔵野銀行　伊奈支店 34,935,200

定期預金
　大和ネクスト銀行　エビス支店 18,578,088

特定目的積立 普通預金
資産 　埼玉りそな銀行　伊奈支店 118,105,558
（いきがい振興 定期預金
　積立預金） 　埼玉りそな銀行　伊奈支店 2,002,318

定期預金
　武蔵野銀行　伊奈支店 87,783,387

（県活事業推進 定期預金 公益事業の積立資産
　積立預金） 　武蔵野銀行　伊奈支店 7,010,323

定期預金 　　　　〃
　埼玉縣信金　伊奈支店 51,651,015

（運営基盤強化 普通預金 公益事業の積立資産
　積立預金） 　埼玉りそな銀行　伊奈支店 4,392,034
（企業開拓・会員 普通預金 公益事業の積立資産
　確保・マッチング 　埼玉りそな銀行　伊奈支店 6,334,000
　積立預金）

その他の固定
資産

車両運搬具
北足立郡伊奈町内宿台６－２６
２台

公益目的保有財産であり、公益目
的事業、収益事業、管理業務で使
用している共有財産である。

3,511,217

什器備品
北足立郡伊奈町内宿台６－２６
パソコン、ロッカー他

公益目的保有財産であり、公益目
的事業、収益事業、管理業務で使
用している共有財産である。

47,711,807

ソフトウェア
北足立郡伊奈町内宿台６－２６他
業務システム、サーバ他

公益目的保有財産であり、公益目
的事業、収益事業、管理業務で使
用している共有財産である。 5,192,173

電話加入権 ７２８局７８４１番他 1,017,688
固定資産合計 736,704,374
　　　資産合計 1,197,421,679
（流動負債）

未払金 施設管理委託業者に対する未払額 委託費他 308,513,676
ほか

預り金 各種預り金 職員所得税、法定福利費預り金 5,856,621
前受金 翌事業年度収益 翌年度分の収益 67,311,954
賞与引当金 従業員に対するもの 翌期賞与の本年度負担分 16,079,983

流動負債合計 397,762,234
（固定負債）

退職給付引当 従業員に対するもの 職員の退職に備えたもの 266,479,566
金

固定負債合計 266,479,566
負債合計 664,241,800
正味財産 533,179,879

公益目的保有財産であり、全て公
益目的事業に使用している。

〃

〃

　　　　　〃

　　　　〃

　　　　　〃

　　　　　　〃

備品の買い替えに備えたもの

公益事業の積立資産

　　　　〃

公益目的保有財産であり、全て公
益目的事業に使用している。

公益目的保有財産であり、全て公
益目的事業に使用している。


