
　(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 49,254

預金 普通預金 運転資金として 13,326,786

東邦銀行　県庁支店

普通預金 災害廃棄物処理事業の運転資金として 91,759,629

福島信用金庫　本店

普通預金 災害廃棄物処理事業の運転資金として 30,000,000

ゆうちょ銀行　福島中町支店

普通預金 災害廃棄物処理事業の運転資金として 80,005,578

東邦銀行　県庁支店

普通預金 青年部会の運転資金として 69,191

東邦銀行　本店

普通預金 福島方部地域協議会の運転資金として 525,102

東邦銀行　郡山荒井支店

普通預金 郡山方部地域協議会の運転資金として 280,110

東邦銀行　白河支店

普通預金 白河方部地域協議会の運転資金として 70,730

東邦銀行　会津支店

普通預金 会津若松方部地域協議会の運転資金として 157,415

東邦銀行　原町支店

普通預金 相双方部地域協議会の運転資金として 121,912

東邦銀行　植田支店

普通預金 いわき方部地域協議会の運転資金として 91,417

福島信用金庫　本店

定期預金 災害廃棄物処理事業の運転資金として 20,000,000

福島信用金庫　本店

定期預金 災害廃棄物処理事業の運転資金として 20,000,000

ゆうちょ銀行　福島中町支店

定期預金 災害廃棄物処理事業の運転資金として 10,000,000

未収金 収集運搬会員1社 入会金 30,000

収集運搬会員1社 収集運搬会員会費 10,000

公益社団法人全国産業廃棄物連合会 ２～３月分連合会ﾏﾆﾌｪｽﾄ頒布事業助成金 588,420

公益社団法人全国産業廃棄物連合会 ２～３月分建設ﾏﾆﾌｪｽﾄ頒布事業助成金 455,000

公益社団法人全国産業廃棄物連合会 １～２月許可講習会助成金 1,073,280

公益社団法人全国産業廃棄物連合会 ２月分電子ﾏﾆﾌｪｽﾄ送り状事業費 2,100

　財　産　目　録
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貸借対照表科目



公益社団法人全国産業廃棄物連合会 下期電子ﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑ恒常的業務遂行事業費 726,653

公益社団法人全国産業廃棄物連合会 下期電子ﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑ加入促進事業費 8,000

県北建設資源再生協同組合 川内村災害廃棄物処理事業事務手数料 872

恵和興業㈱ 川内村災害廃棄物処理事業事務手数料 46,332

阿部建材工業㈱ 川内村災害廃棄物処理事業事務手数料 78,984

㈱丸東 川内村災害廃棄物処理事業事務手数料 69,889

㈱商報舎 川内村災害廃棄物処理事業事務手数料 3,457

飯塚産業㈱ 伊達地方衛生処理組合災害廃棄物処理事業事務手数料 6,583

㈱福島アスコン 伊達地方衛生処理組合・田村市災害廃棄物処理事業事務手数料 20,652

㈱南双クリーン産業 広野町災害廃棄物処理事業事務手数料 3,560,546

㈱クレハ環境 広野町災害廃棄物処理事業事務手数料 67,415

ひめゆり総業㈱ 広野町・南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 3,637,996

㈱優輪商会 広野町・南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 9,604

都築鋼産㈱ 広野町・南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 69,582

三栄産業㈱ 広野町・南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 83,848

㈱相双環境整備センター 南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 22,062,744

双葉砕石工業㈱ 南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 211,682

双葉運輸㈱ 南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 91,117

㈱伏見材木店 南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 818,685

三山クリーン㈱ 南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 609,910

三つ山運送㈱ 南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 120,184

㈱モンマ 南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 171,438

㈲サトータイヤ廃送 南相馬市災害廃棄物処理事業事務手数料 46,181

貸倒引当金 災害廃棄物処理事業事務手数料の貸倒に備えたもの △ 213,613

300,924,665

（固定資産）

　特定資産 40周年事業積立資産 福島県債 公益目的保有財産であり、満期保有目的以外で保有し、

40周年事業の財源として使用する 9,965,000

青年部20周年事業積立資産 定期預金 青年部20周年事業のための積立資産

東邦銀行　県庁支店 2,000,043

　その他の
　固定資産

車両運搬具 スバル　レガシィ 全事業に供している 1,171,986
什器備品 バーチカルブラインド 全事業に供している 1

ディスプレイ機材一式 産業廃棄物地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ形成支援事業に供している 1

環境保全管理型最終 産業廃棄物地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ形成支援事業に供している

処分場イメージ模型 1

遮水構造拡大模型 産業廃棄物地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ形成支援事業に供している 1

遮水システム解説映像 産業廃棄物地域ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ形成支援事業に供している 1

パソコン 産業廃棄物適正処理推進事業に供している 158,967

ガンマ線モニター　６台 災害廃棄物処理事業に供している 3,540,131

　流動資産合計



電話加入権 事務所 全事業に供している 145,600

敷金 福島民友新聞㈱ 事務所の敷金 220,000

保証金 公益財団法人自動車リサイクル促進センター スバル　レガシィのリサイクル料 14,720

固定資産合計 17,216,452

資産合計 318,141,117

（流動負債）

未払金 リコージャパン㈱ コピー使用料等の未払い分 61,819

NTT東日本 電話料等の未払い分 28,221

㈱クレハ環境 いわき方部地域協議会の事務委託料に対する未払い分 5,966

ヤマト運輸㈱ 産業廃棄物管理票普及啓発頒布事業等に供す

る宅配料の未払い分 172,738

福島地区ﾊｲﾔｰﾀｸｼ-協同組合 タクシー代の未払い分 20,230

福島民友新聞㈱ 電気料金の未払い分 35,814

㈱福島民報社 広告料の未払い分 10,800

㈱財界２１ 広告料の未払い分 10,800

公益社団法人全国産業廃棄物連合会 INDUSTの未払い分 102,258

㈱READBACK HP定期更新の未払い分 10,800

トヨタファイナンス㈱ ガソリン・ETC通行料の未払い分 50,399

東北福島年金事務所 3月分社会保険料の未払い分 184,255

厚生年金基金 厚生年金基金の未払い分 42,580

福島商工会議所 退職積立の未払い分 62,000

預り金 事業所各社 マニフェスト代の預り分 705,105

㈱三鋼 広野町災害廃棄物処理料の預り分 437,724

従業員 所得税の預り分 217,813

従業員 住民税の預り分 143,900

従業員 雇用保険料の預り分 101,528

従業員 厚生年金基金の預り分 26,240

従業員 健康保険料・厚生年金の預り分 182,328

従業員 旅費未精算分 80

仮受金 公益社団法人全国産業廃棄物連合会 教育委員会交通費預かり分 27,360

未払法人税等 福島税務署 確定法人税・復興特別法人税の未払い分 27,492,300

未払法人税等 福島県 確定県民税、事業税等の未払い分 12,038,900

未払法人税等 福島市 確定市民税の未払い分 3,734,700

未払消費税等 福島税務署 確定消費税・地方消費税の未払い分 5,377,600



賞与引当金 従業員 従業員３名に対する賞与の支払に備えたもの 2,618,000

流動負債合計 53,902,258

（固定負債）

退職給付引当金 従業員 従業員３名に対する退職金の支払に備えたもの 826,689

固定負債合計 826,689

負債合計 54,728,947

正味財産 263,412,170


