
(単位：円）

科　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　減

Ⅰ　資産の部

１．流動資産

⑴ 現金預金

現金 102,187 80,108 22,079 

普通預金 58,218,225 48,481,933 9,736,292 

現金預金合計 58,320,412 48,562,041 9,758,371 

⑵ その他流動資産

未収金 893,648 1,231,594 △ 337,946 

前払金 1,035,075 1,326,722 △ 291,647 

立替金 33,180 0 33,180 

頒布品 324,948 354,120 △ 29,172 

仮払金 469,592 363,335 106,257 

その他流動資産合計 2,756,443 3,275,771 △ 519,328 

流動資産合計 61,076,855 51,837,812 9,239,043 

２．固定資産

⑴ 特定資産

退職給付引当資産 55,718,630 52,158,885 3,559,745 

財政調整積立資産 30,750,000 30,750,000 0 

会館建設準備積立資産 126,000,000 126,000,000 0 

建物修繕積立資産 7,000,000 7,000,000 0 

記念事業積立資産 5,000,000 5,000,000 0 

建物附属設備購入積立資産 0 500,000 △ 500,000 

ＯＡ機器更新積立資産 9,000,000 7,500,000 1,500,000 

特定資産合計 233,468,630 228,908,885 4,559,745 

⑵ その他固定資産

土地 28,350,000 28,350,000 0 

建物 8,441,227 8,885,502 △ 444,275 

建物附属設備 1,470,167 837,720 632,447 

什器備品 405,158 1,091,281 △ 686,123 

ソフトウェア 0 53,655 △ 53,655 

電話加入権 56,000 56,000 0 

敷金 2,110,000 2,110,000 0 

出資金 10,000 10,000 0 

その他固定資産合計 40,842,552 41,394,158 △ 551,606 

固定資産合計 274,311,182 270,303,043 4,008,139 

資産合計 335,388,037 322,140,855 13,247,182 

Ⅱ　負債の部

１．流動負債

未払金 1,704,786 792,677 912,109 

前受金 624,000 1,032,000 △ 408,000 

預り金 1,323,655 2,007,744 △ 684,089 

仮受金 0 14,560 △ 14,560 

流動負債合計 3,652,441 3,846,981 △ 194,540 

２．固定負債

退職給付引当金 55,718,630 52,158,885 3,559,745 

固定負債合計 55,718,630 52,158,885 3,559,745 

負債合計 59,371,071 56,005,866 3,365,205 

Ⅲ　正味財産の部

１．一般正味財産 276,016,966 266,134,989 9,881,977 

（うち特定資産への充当額） (177,750,000) (176,750,000) (1,000,000)

正味財産合計 276,016,966 266,134,989 9,881,977 

負債及び正味財産合計 335,388,037 322,140,855 13,247,182 

貸  借  対  照  表
令和４年３月31日現在


	貸借対照表


本・支　収支

		第１号議案 ダイ ゴウ ギアン		 令和３年度決算承認の件 レイワ ネン ド ケッサン ショウニン ケン



		令和３年度収支計算書【資金ベース】 レイワ ネンド シュウシ ケイサンショ シキン

		令和３年４月１日から令和４年３月31日まで レイワ ネン ガツ ニチ レイワ ネン ガツ ニチ

												(単位：円） タンイ エン

		科　　　　　目				予　算　額		決　算　額 ケッ サン ガク		差　　　異 サ イ		備　　　　　考

		Ⅰ　事業活動収支の部 ジギョウ カツドウ シュウシ ブ

		１．事業活動収入 ジギョウ カツドウ シュウニュウ

		⑴ 特定資産運用収入				500,000 		497,077 		2,923 

		特定資産利息収入				500,000 		497,077 		2,923 		預金利息等 ヨキン リソク トウ

		⑵ 入会金収入				28,120,000 		46,360,000 		△ 18,240,000 

		入会金収入				28,000,000 		46,000,000 		△ 18,000,000 		主たる事務所 1,000,000円×37名
従たる事務所   750,000円×12名 シュ ジム ショ エン メイ ジュウ ジム ショ エン メイ

		事務手数料収入				120,000 		360,000 		△ 240,000 		主たる事務所 　 40,000円× 9名 シュ ジム ショ エン メイ

		⑶ 会費収入				53,928,000 		54,952,000 		△ 1,024,000 		主たる事務所 48,000円×  985名
従たる事務所 48,000円×  122名 
過年度会費6名、入会55名 カネンド カイヒ メイ ニュウカイ メイ

		会費収入				53,928,000 		54,952,000 		△ 1,024,000 

		⑷ 事業収入				20,551,770 		21,751,872 		△ 1,200,102 

		研修受講料収入 ケンシュウ ジュコウリョウ				80,000 		55,000 		25,000 		基礎教育研修テキスト代 キソ キョウイク ケンシュウ ダイ

		法定講習受講料収入 ホウテイ ジュコウリョウ				6,960,000 		5,568,000 		1,392,000 		８回開催 12,000円×464名 エン メイ

		岐阜県事務受託収入 ギフケン ジム				1,087,370 		893,648 		193,722 		宅地建物取引士証作成交付事務
講習受講458名、新規交付174名 コウシュウ ジュコウ メイ シンキ コウフ メイ

		宅建試験業務受託収入 タッケン				10,564,000 		13,076,390 		△ 2,512,390 		受験申込者2,905名 ジュケン モウシコミ シャ メイ

		頒布事業収入				200,000 		143,150 		56,850 		業者票等 ギョウシャ ヒョウ トウ

		会館賃貸料収入 カイカン チンタイリョウ シュウニュウ				1,010,000 		1,084,584 		△ 74,584 		事務室賃貸料、研修室使用料 ジムシツ チンタイリョウ ケンシュウシツ シヨウリョウ

		保証協会事務受託収入				650,400 		931,100 		△ 280,700 		入会事務、会費徴収事務 ニュウカイ ジム カイヒ

		⑸ 雑収入				715,950 		1,562,992 		△ 847,042 

		受取利息収入				1,650 		173 		1,477 		預金利息 ヨキン リソク

		雑収入				714,300 		1,562,819 		△ 848,519 		宅建賠集金事務手数料、各種斡旋手数料等 タッケン バイ シュウキン ジム テスウリョウ カクシュ アッセン テスウリョウ トウ

		事業活動収入計				103,815,720 		125,123,941 		△ 21,308,221 		


		２．事業活動支出

		⑴ 事業費支出				98,685,590 		86,258,706 		12,426,884 

		① 消費者保護事業費支出 ショウヒシャ ホゴ ヒ				8,159,790 		6,506,667 		1,653,123 		


		消費者保護委員会費支出 ショウヒシャ ホゴ				77,500 		33,344 		44,156 		２回開催 カイ カイサイ

		無料相談業務費支出 ギョウム				5,160,160 		3,754,994 		1,405,166 		不動産無料相談、相談員研修会、相談所案内広告 フドウサン ムリョウ ソウダン ソウダン イン ケンシュウ カイ ソウダンジョ アンナイ コウコク

		消費者セミナー費支出 ショウヒシャ シシュツ				500,000 		406,263 		93,737 		１回開催 カイ カイサイ

		法令遵守指導業務費支出 ホウレイ ジュンシュ シドウ ギョウム ヒ シシュツ				2,422,130 		2,312,066 		110,064 		巡回調査、東海不動産公正取引協議会負担金 ジュンカイ チョウサ トウカイ フドウ サン コウセイ トリヒキ キョウギカイ フタンキン

		② 情報提供事業費支出 ジョウホウ テイキョウ				12,392,860 		9,932,838 		2,460,022 

		情報提供委員会費支出 ジョウホウ テイキョウ シシュツ				90,500 		24,202 		66,298 		２回開催 カイ カイサイ

		情報サイト運営費支出 ジョウホウ ウンエイヒ シシュツ				2,368,560 		1,970,907 		397,653 		ハトマークサイト岐阜運営費 ギフ ウンエイ

		流通促進業務費支出 ソクシン ギョウム シシュツ				5,158,800 		4,240,703 		918,097 		レインズ運営費、ＩＴ研修会等 ウンエイヒ ケンシュウカイ トウ

		広報情報提供業務費支出 シ ジョウホウ テイキョウ ギョウム シシュツ				4,130,000 		3,146,620 		983,380 		宅建ぎふ発行費、税制解説書等 タッケン ハッコウ ヒ ゼイセイ カイセツショ ナド

		調査研究業務費支出 チョウサ ケンキュウ ギョウム シシュツ				645,000 		550,406 		94,594 		不動産市況ＤＩ調査 フドウサン シキョウ チョウサ

		③ 人材育成事業費支出 ジンザイ イクセイ				14,920,800 		10,848,040 		4,072,760 

		人材育成委員会費支出 ジンザイ イクセイ				77,500 		25,851 		51,649 		３回開催 カイ カイサイ

		研修業務費支出 ギョウム				3,315,300 		1,787,179 		1,528,121 		業務研修会、基礎教育研修会、支部研修会 ギョウム ケンシュウカイ シブ ケンシュウカイ

		法定講習業務費支出 ホウテイ コウシュウ ギョウム				4,861,000 		2,815,387 		2,045,613 		８回開催 カイ

		宅建試験業務費支出 タッケン シケン ギョウム				6,667,000 		6,219,623 		447,377 		試験会場使用料、試験監督費等 シケン カイジョウ シヨウリョウ シケン カントク ヒ トウ

		④ 組織事業費支出 ソシキ ジギョウ ヒ シシュツ				8,100,000 		7,163,944 		936,056 

		会員支援業務費支出 カイイン シエン ギョウム ヒ シシュツ				2,645,500 		1,797,220 		848,280 		不動産手帳、免許更新案内等　 フドウサン テチョウ メンキョ コウシン アンナイ トウ

		頒布業務費支出 ハンプ ギョウム ヒ シシュツ				235,000 		101,643 		133,357 		頒布品仕入 ハンプ ヒン シイレ

		入会審査業務費支出 ニュウカイ シンサ ギョウム ヒ シシュツ				883,900 		965,481 		△ 81,581 		入会審査等 ニュウカイ シンサ トウ

		支払負担金支出 シハライ フタンキン シシュツ				4,335,600 		4,299,600 		36,000 		全宅連会費、中部地区連絡会会費等 ゼン タク レン カイヒ チュウブ チ ク レンラク カイ カイヒ トウ

		⑤ 事業人件費支出 ジギョウ ジンケンヒ シシュツ				37,021,020 		35,899,558 		1,121,462 

		給料手当支出 キュウリョウ テアテ シシュツ				31,968,790 		31,379,539 		589,251 		事業部門従事職員分 ジギョウ ブモン ジュウジ ショクイン ブン

		法定福利費支出 ホウテイ フクリ ヒ シシュツ				4,620,390 		4,299,074 		321,316 		事業部門従事職員社会保険料事業主負担分 ジギョウ ブモン ジュウジ ショクイン シャカイ ホケン リョウ ジギョウ ヌシ フタンブン

		福利厚生費支出 フクリ コウセイ ヒ シシュツ				431,840 		220,945 		210,895 		事業部門従事職員福利厚生費 ジギョウ ブモン ジュウジ ショクイン フクリ コウセイヒ

		⑥ 事業経費支出 ジギョウ ケイヒ シシュツ				18,091,120 		15,907,659 		2,183,461 

		旅費交通費支出 シシュツ				638,500 		70,200 		568,300 		行政・関係団体会議出席旅費等 ギョウセイ カンケイ ダンタイ カイギ シュッセキ リョヒ トウ

		通信運搬費支出				2,391,600 		2,002,350 		389,250 		電話料､郵便料等 デンワ リョウ ユウビン リョウ トウ

		消耗什器備品費支出 ショウモウ				240,000 		57,913 		182,087 		少額備品 ショウガク ビヒン

		消耗品費支出				532,800 		382,306 		150,494 		事務用品等 ジム ヨウヒン トウ

		修繕費支出				400,000 		109,120 		290,880 		井戸用マンホール等モルタル補修等 イドヨウ トウ ホシュウ トウ

		印刷費支出				120,000 		53,224 		66,776 		諸用紙等 ショ ヨウシ トウ

		水道光熱費支出				1,478,080 		1,347,177 		130,903 		電気、ガス、下水道料 デンキ ゲスイ ドウ リョウ

		賃借料支出 チンシャクリョウ				7,595,840 		7,534,080 		61,760 		支部事務所賃借料等 シブ ジム ショ チンシャクリョウ トウ

		保険料支出 ホケンリョウ				163,200 		180,528 		△ 17,328 		会館火災保険料等 カイカン カサイ ホケンリョウ トウ

		事務機使用料支出				2,790,720 		2,501,862 		288,858 		複合機等リース料・保守料 フクゴウキ トウ リョウ ホシュ リョウ

		租税公課支出				674,300 		596,024 		78,276 		固定資産税、消費税等 コテイ シサンゼイ ショウヒ ゼイ トウ

		事務所管理費支出 ジム ショ カンリ ヒ シシュツ				1,066,080 		1,072,875 		△ 6,795 		会館警備保障費等 カイカン ケイビ ホショウ ヒ トウ

		⑵ 管理費支出 カンリ				35,285,800 		24,809,281 		10,476,519 

		① 管理人件費支出 シシュツ				9,455,260 		9,014,883 		440,377 

		役員報酬支出 ヤクイン ホウシュウ シシュツ				200,000 		40,000 		160,000 		員外監事報酬 インガイ カンジ ホウシュウ

		給料手当支出 シシュツ				7,992,200 		7,844,879 		147,321 		管理部門従事職員分 カンリ ブモン ジュウジ ショクイン ブン

		法定福利費支出 ホウテイ フクリ シシュツ				1,155,100 		1,074,768 		80,332 		管理部門従事職員社会保険料事業主負担分 カンリ ブモン ジュウジ ショクイン シャカイ ホケン リョウ ジギョウヌシ フタンブン

		福利厚生費支出 シシュツ				107,960 		55,236 		52,724 		管理部門従事職員福利厚生費 カンリ ブモン ジュウジ ショクイン フクリ コウセイヒ

		② 会議費支出 シシュツ				11,209,300 		4,680,874 		6,528,426 

		総会費支出 シシュツ				1,200,000 		298,031 		901,969 		会場費､資料費等

		理事会費支出 シシュツ				865,500 		197,140 		668,360 		３回開催 カイ カイサイ

		常任理事会費支出 シシュツ				290,500 		88,639 		201,861 		５回開催

		支部総会費支出 シブ ソウカイ シシュツ				2,976,000 		531,759 		2,444,241 		会場費､資料費等

		幹事会費支出 カンジカイ ヒ シシュツ				3,428,500 		2,023,620 		1,404,880 		支部幹事会29回開催 シブ カンジカイ カイ カイサイ

		監査会費支出 カンサ カイ ヒ シシュツ				428,300 		361,941 		66,359 		本部２回、支部13回開催 ホンブ カイ シブ カイ カイサイ

		総務委員会費支出 ソウム イイン カイヒ シシュツ				99,000 		39,950 		59,050 		５回開催 カイ カイサイ

		財務委員会費支出 ザイム イイン カイヒ シシュツ				79,500 		33,000 		46,500 		５回開催 カイ カイサイ

		その他会議費支出 シシュツ				1,842,000 		1,106,794 		735,206 		正副会長会議、正副支部長会議等 セイフクカイチョウカイギ セイ フクシブチョウ カイギ トウ

		③ 管理経費支出 ケイヒ				14,621,240 		11,113,524 		3,507,716 

		旅費交通費支出 シシュツ				1,350,000 		291,108 		1,058,892 		関係団体会議出席旅費等 カンケイ ダンタイ カイギ シュッセキ リョヒ トウ

		通信運搬費支出				740,400 		548,796 		191,604 		電話料､郵便料等 デンワ リョウ ユウビン リョウ トウ

		消耗什器備品費支出 ショウモウ				60,000 		14,481 		45,519 		少額備品 ショウガク ビヒン

		消耗品費支出				133,200 		95,563 		37,637 		事務用品等 ジム ヨウヒン トウ

		広告費支出 コウコク				3,694,000 		3,642,724 		51,276 		新聞・テレビ広告等 シンブン コウコク トウ

		修繕費支出				100,000 		27,280 		72,720 		井戸用マンホール等モルタル補修等 イドヨウ トウ ホシュウ トウ

		印刷費支出				212,000 		137,805 		74,195 		諸用紙等 ショ ヨウシ トウ

		図書費支出 シシュツ				260,000 		202,443 		57,557 		新聞購読料、書籍購入費等 シンブン コウドクリョウ ショセキ コウニュウヒ トウ

		水道光熱費支出				369,520 		336,790 		32,730 		電気、ガス、下水道料 デンキ ゲスイ ドウ リョウ

		賃借料支出 チンシャクリョウ				1,898,960 		1,883,520 		15,440 		支部事務所賃借料等 シブ ジム ショ チンシャクリョウ トウ

		保険料支出 ホケンリョウ				375,800 		256,382 		119,418 		役員傷害補償保険料、会館火災保険料等 ヤクイン ショウガイ ホショウ ホケン リョウ カイカン カサイ ホケンリョウ トウ

		諸謝金支出 ショ シャキン				679,000 		661,714 		17,286 		弁護士・税理士等謝金 ベンゴシ ゼイリシ トウ シャキン

		研修諸費支出				279,500 		0 		279,500 

		慶弔表彰費支出 ヒョウショウ				1,270,000 		439,600 		830,400 		弔慰見舞金、供花代等 チョウイ ミマイ キン キョウカ ダイ トウ

		事務機使用料支出				868,880 		796,561 		72,319 		複合機等リース料・保守料 フクゴウキ トウ リョウ ホシュ リョウ

		租税公課支出				216,200 		188,482 		27,718 		県市民税、固定資産税等 イチ コテイ シサンゼイ トウ

		事務所管理費支出 ジム ショ カンリ ヒ シシュツ				266,520 		268,195 		△ 1,675 		会館警備保障費等 カイカン ケイビ ホショウ ヒ トウ

		渉外費支出				852,000 		484,857 		367,143 		対外交際費 タイガイ コウサイヒ

		雑支出				995,260 		837,223 		158,037 		振込手数料等 フリコミ テスウリョウ トウ

		事業活動支出計 ジギョウ カツドウ シシュツ ケイ				133,971,390 		111,067,987 		22,903,403 

		事業活動収支差額 ジギョウ カツドウ シュウシ サガク				△ 30,155,670 		14,055,954 		△ 44,211,624 

		Ⅱ　投資活動収支の部 トウシ カツドウ シュウシ ブ

		１．投資活動収入 トウシ カツドウ シュウニュウ

		⑴ 特定資産取崩収入 トクテイ シサン トリクズシ シュウニュウ				500,000 		500,000 		0 

		建物附属設備購入積立資産取崩収入 タテモノ フゾク セツビ コウニュウ ツミタテ シサン トリクズシ シュウニュウ				500,000 		500,000 		0 

		⑵ 特定資産受入収入 トクテイ シサン ウケイレ シュウニュウ				672,000 		747,546 		△ 75,546 

		退職給付引当資産受入収入 タイショク キュウフ ヒキアテ シサン ウケイレ シュウニュウ				672,000 		747,546 		△ 75,546 		保証協会岐阜本部等より受入 ホショウ キョウカイ ギフ ホンブ トウ ウケイレ

		投資活動収入計				1,172,000 		1,247,546 		△ 75,546 

		２．投資活動支出 トウシ カツドウ シシュツ

		⑴ 特定資産取得支出 トクテイ シサン シュトク シシュツ				4,700,000 		5,059,745 		△ 359,745 

		退職給付引当資産取得支出 タイショク キュウフ ヒキアテ シサン				3,200,000 		3,559,745 		△ 359,745 

		OA機器更新積立資産取得支出 キキ コウシン ツミタテ シサン				1,500,000 		1,500,000 		0 

		⑵ 固定資産取得支出 コテイ シサン シュトク シシュツ				1,100,000 		781,000 		319,000 

		建物附属設備取得支出 タテモノフゾクセツビ シュトク				800,000 		781,000 		19,000 		深井戸水中ポンプ取替工事一式 フカイドスイチュウ トリカエ コウジ イッシキ

		什器備品取得支出 ジュウキ ビヒン シュトク				300,000 		0 		300,000 

		投資活動支出計				5,800,000 		5,840,745 		△ 40,745 

		投資活動収支差額 トウシ カツドウ シュウシ サガク				△ 4,628,000 		△ 4,593,199 		△ 34,801 

		Ⅲ　財務活動収支の部 ザイム カツドウ シュウシ ブ

		１．財務活動収入 ザイム カツドウ シュウニュウ

		財務活動収入計				0 		0 		0 

		２．財務活動支出 ザイム カツドウ シシュツ

		財務活動支出計				0 		0 		0 

		財務活動収支差額 ザイム カツドウ シュウシ サガク				0 		0 		0 

		Ⅳ　予備費支出 ヨビヒ シシュツ				10,181,300 		―		10,181,300 

		当期収支差額 シュウシ サガク				△ 44,964,970 		9,462,755 		△ 54,427,725 

		前期繰越収支差額 ゼンキ クリコシ シュウシ				47,400,000 		47,636,711 		△ 236,711 

		次期繰越収支差額				2,435,030 		57,099,466 		△ 54,664,436 



		（注）１．予算超過支出については、経理規程第13条第3項に基づき会長の承認済み。 チュウ





収支注記

		収支計算書に対する注記 シュウシ ケイサン ショ タイ チュウキ



		１．資金の範囲 シキン ハンイ

		　　下記２．に記載するとおりである。 カキ キサイ







		２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 ジキ ク コ シュウシ サガク フク シサン オヨ フサイ ウチワケ

								(単位：円） タンイ エン

				科目 カモク		前期末残高 ゼンキ マツ ザンダカ		当期末残高 トウキ マツ ザンダカ

				　　　現金預金 ウツツ キン アズカリ カネ		48,562,041 		58,320,412 

				　　　未収金 ミ オサム カネ		1,231,594 		893,648 

				　　　前払金 マエ バライ キン		1,326,722 		1,035,075 

				　　　立替金 タテ タイ キン		0 		33,180 

				　　　仮払金 カリ バライ キン		363,335 		469,592 

				流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウ ケイ		51,483,692 		60,751,907 

				　　　未払金 ミ バラ キン		792,677 		1,704,786 

				　　　前受金 マエ ウケ キン		1,032,000 		624,000 

				　　　会費預り金 カイヒ アズカ キン		0 		0 

				　　　預り金 アズカ キン		2,007,744 		1,323,655 

				　　　買掛金 バイ カカリ キン		0 		0 

				　　　仮受金 カリ ウケ キン		14,560 		0 

				流動負債合計 リュウドウ フサイ ゴウ ケイ		3,846,981 		3,652,441 

				次期繰越収支差額 ジキ ク コ シュウシ サガク		47,636,711 		57,099,466 

































貸借対照表

		貸  借  対  照  表 カシ シャク タイ テル ヒョウ

		令和４年３月31日現在 レイワ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

								(単位：円） タンイ エン

		科　　　　　目		当　年　度 トウ トシ ド		前　年　度 マエ トシ ド		増　　減 ゾウ ゲン

		Ⅰ　資産の部 シサン ブ

		１．流動資産 リュウドウ シサン

		⑴ 現金預金 ゲンキン ヨキン

		現金 ゲンキン		102,187		80,108		22,079 

		普通預金 フツウ ヨキン		58,218,225		48,481,933		9,736,292 

		現金預金合計 ゲンキン ヨキン ゴウケイ		58,320,412		48,562,041		9,758,371 

		⑵ その他流動資産 タ リュウドウ シサン

		未収金 ミシュウキン		893,648		1,231,594		△ 337,946 

		前払金 マエバライキン		1,035,075		1,326,722		△ 291,647 

		立替金 タテカエキン		33,180		0		33,180 

		頒布品 ハンプ ヒン		324,948		354,120		△ 29,172 

		仮払金 カリバライ キン		469,592		363,335		106,257 

		その他流動資産合計 タ リュウドウ シサン ゴウケイ		2,756,443		3,275,771		△ 519,328 

		流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ		61,076,855		51,837,812		9,239,043 

		２．固定資産 コテイ シサン

		⑴ 特定資産 トクテイ シサン

		退職給付引当資産 タイショク キュウフ ヒキアテ シサン		55,718,630		52,158,885		3,559,745 

		財政調整積立資産 ザイセイ チョウセイ ツミタテ シサン		30,750,000		30,750,000		0 

		会館建設準備積立資産 カイカン ケンセツ ジュンビ ツミタテ シサン		126,000,000		126,000,000		0 

		建物修繕積立資産 タテモノ シュウゼン ツミタテ シサン		7,000,000		7,000,000		0 

		記念事業積立資産 キネンジギョウ ツミタテ シサン		5,000,000		5,000,000		0 

		建物附属設備購入積立資産 タテモノ フゾク セツビ コウニュウ ツミタテ シサン		0		500,000		△ 500,000 

		ＯＡ機器更新積立資産 キキ コウシン ツミタテ シサン		9,000,000		7,500,000		1,500,000 

		特定資産合計 トクテイ シサン ゴウケイ		233,468,630		228,908,885		4,559,745 

		⑵ その他固定資産 タ コテイ シサン

		土地 トチ		28,350,000		28,350,000		0 

		建物 タテモノ		8,441,227		8,885,502		△ 444,275 

		建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ		1,470,167		837,720		632,447 

		什器備品 ジュウキ ビヒン		405,158		1,091,281		△ 686,123 

		ソフトウェア		0		53,655		△ 53,655 

		電話加入権 デンワ カニュウケン		56,000		56,000		0 

		敷金 シキキン		2,110,000		2,110,000		0 

		出資金 シュッシキン		10,000		10,000		0 

		その他固定資産合計 タ コテイ シサン ゴウケイ		40,842,552		41,394,158		△ 551,606 

		固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ		274,311,182		270,303,043		4,008,139 

		資産合計 シサン ゴウケイ		335,388,037		322,140,855		13,247,182 

		Ⅱ　負債の部 フサイ ブ

		１．流動負債 リュウドウ フサイ

		未払金 ミ バライ キン		1,704,786		792,677		912,109 

		前受金 マエウケキン		624,000		1,032,000		△ 408,000 

		預り金 アズカ キン		1,323,655		2,007,744		△ 684,089 

		買掛金 カイカケキン		0		0		0 

		仮受金 カリウケ キン		0		14,560		△ 14,560 

		流動負債合計 リュウドウ フサイ ゴウケイ		3,652,441		3,846,981		△ 194,540 

		２．固定負債 コテイ フサイ

		退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン		55,718,630		52,158,885		3,559,745 

		固定負債合計 コテイ フサイ ゴウケイ		55,718,630		52,158,885		3,559,745 

		負債合計 フサイ ゴウケイ		59,371,071		56,005,866		3,365,205 

		Ⅲ　正味財産の部 ショウミ ザイサン ブ

		１．一般正味財産 イッパン ショウミ ザイサン		276,016,966		266,134,989		9,881,977 

		（うち特定資産への充当額） トクテイ シサン ジュウトウ ガク		(177,750,000)		(176,750,000)		(1,000,000)

		正味財産合計 ショウミ ザイサン ゴウケイ		276,016,966		266,134,989		9,881,977 

		負債及び正味財産合計 フサイ オヨ ショウミ ザイサン ゴウケイ		335,388,037		322,140,855		13,247,182 





































































正味財産増減計算書

		正 味 財 産 増 減 計 算 書 セイ アジ ザイ サン ゾウ ゲン ケイ ザン ショ

		令和３年４月１日から令和４年３月31日まで レイワ ネン ガツ ニチ レイワ ネン ガツ ニチ

								(単位：円） タンイ エン

		科　　　　　目		当　年　度 トウ トシ ド		前　年　度 マエ トシ ド		増　　減 ゾウ ゲン

		Ⅰ　一般正味財産増減の部

		１．経常増減の部

		⑴ 経常収益

		① 特定資産運用益		497,077 		499,328 		△ 2,251 

		特定資産受取利息		497,077 		499,328 		△ 2,251 

		② 受取入会金		46,360,000 		44,660,000 		1,700,000 

		受取入会金		46,000,000 		44,500,000 		1,500,000 

		受取事務手数料		360,000 		160,000 		200,000 

		③ 受取会費		54,952,000 		68,040,000 		△ 13,088,000 

		受取会費		54,952,000 		68,040,000 		△ 13,088,000 

		④ 事業収益		21,751,872 		24,632,947 		△ 2,881,075 

		受取研修受講料 ウケトリ ケンシュウ ジュコウリョウ		55,000 		85,000 		△ 30,000 

		受取法定講習受講料 ウケトリ ホウテイ コウシュウ ジュコウリョウ		5,568,000 		8,328,000 		△ 2,760,000 

		岐阜県事務受託収益 ギフケン シュウエキ		893,648 		1,231,594 		△ 337,946 

		宅建試験業務受託収益 タッケン シュウエキ		13,076,390 		12,756,269 		320,121 

		頒布事業収益 ジギョウ シュウエキ		143,150 		197,300 		△ 54,150 

		受取会館賃貸料 ウケトリ カイカン チンタイリョウ		1,084,584 		1,084,584 		0 

		保証協会事務受託収益 シュウエキ		931,100 		950,200 		△ 19,100 

		⑤ 雑収益		1,562,992 		2,044,361 		△ 481,369 

		受取利息		173 		179 		△ 6 

		雑収益		1,562,819 		2,044,182 		△ 481,363 

		経常収益計		125,123,941 		139,876,636 		△ 14,752,695 

		⑵ 経常費用

		① 事業費		89,603,723 		99,404,475 		△ 9,800,752 

		給料手当		31,379,539 		30,071,159 		1,308,380 

		退職給付費用 タイショク キュウフ ヒヨウ		2,249,759 		1,682,493 		567,266 

		法定福利費		4,299,074 		4,228,771 		70,303 

		福利厚生費		220,945 		66,742 		154,203 

		会議費 カイギ		2,086,327 		1,608,140 		478,187 

		会場費 カイジョウ		1,232,177 		1,896,777 		△ 664,600 

		旅費交通費 リョヒ		3,607,928 		3,809,130 		△ 201,202 

		通信運搬費		4,756,154 		5,046,622 		△ 290,468 

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,066,086 		2,985,153 		△ 1,919,067 

		頒布原価 ハンプ ゲンカ		99,722 		144,718 		△ 44,996 

		消耗什器備品費 ショウモウ ジュウキ		57,913 		1,337,360 		△ 1,279,447 

		消耗品費		597,005 		690,226 		△ 93,221 

		広告費 コウコク ヒ		4,768,575 		5,564,284 		△ 795,709 

		修繕費		109,120 		5,917,560 		△ 5,808,440 

		印刷費		4,505,012 		5,432,348 		△ 927,336 

		図書費		136,093 		227,921 		△ 91,828 

		水道光熱費 スイドウ		1,347,177 		1,257,213 		89,964 

		賃借料 チンシャクリョウ		8,185,521 		8,091,461 		94,060 

		保険料 ホケンリョウ		184,714 		167,874 		16,840 

		諸謝金		2,537,066 		2,672,714 		△ 135,648 

		事務機使用料		2,736,408 		2,691,784 		44,624 

		租税公課 ソゼイ		1,247,288 		1,155,900 		91,388 

		事務所管理費		1,072,875 		1,039,223 		33,652 

		支払負担金 シハライ フタンキン		9,493,960 		9,427,720 		66,240 

		委託費 イタク ヒ		655,050 		1,232,622 		△ 577,572 

		雑費		972,235 		958,560 		13,675 

		② 管理費		25,638,241 		28,900,093 		△ 3,261,852 

		役員報酬 ヤクイン ホウシュウ		40,000 		40,000 		0 

		給料手当		7,844,879 		7,517,791 		327,088 

		退職給付費用 タイショク キュウフ ヒヨウ		562,440 		420,622 		141,818 

		法定福利費		1,074,768 		1,057,189 		17,579 

		福利厚生費		55,236 		16,685 		38,551 

		総会費		298,031 		299,816 		△ 1,785 

		理事会費		197,140 		311,847 		△ 114,707 

		諸会議費 ショ カイギ ヒ		4,185,703 		4,618,349 		△ 432,646 

		旅費交通費		291,108 		318,667 		△ 27,559 

		通信運搬費		548,796 		604,845 		△ 56,049 

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		266,520 		746,286 		△ 479,766 

		消耗什器備品費		14,481 		334,341 		△ 319,860 

		消耗品費		95,563 		130,100 		△ 34,537 

		広告費 コウコク		3,642,724 		3,692,904 		△ 50,180 

		修繕費		27,280 		1,479,390 		△ 1,452,110 

		印刷費		137,805 		196,955 		△ 59,150 

		図書費		202,443 		193,232 		9,211 

		水道光熱費		336,790 		314,298 		22,492 

		賃借料 チンシャクリョウ		1,883,520 		1,897,680 		△ 14,160 

		保険料 ホケンリョウ		256,382 		359,236 		△ 102,854 

		諸謝金		661,714 		661,714 		0 

		研修諸費 ケンシュウ ショヒ		0 		0 		0 

		慶弔表彰費		439,600 		708,676 		△ 269,076 

		事務機使用料		796,561 		783,751 		12,810 

		租税公課		188,482 		198,970 		△ 10,488 

		事務所管理費		268,195 		259,780 		8,415 

		渉外費		484,857 		453,326 		31,531 

		雑費		837,223 		1,283,643 		△ 446,420 

		経常費用計		115,241,964 		128,304,568 		△ 13,062,604 

		当期経常増減額		9,881,977 		11,572,068 		△ 1,690,091 

		２．経常外増減の部

		⑴ 経常外収益

		経常外収益計 ケイジョウ ガイ シュウエキ ケイ		0 		0 		0 

		⑵ 経常外費用

		① 棚卸資産廃棄損 タナオロシ シサン ハイキ ゾン		0 		0 		0 

		頒布品廃棄損 ハンプ ヒン ハイキ ゾン		0 		0 		0 

		経常外費用計		0 		0 		0 

		当期経常外増減額		0 		0 		0 

		当期一般正味財産増減額		9,881,977 		11,572,068 		△ 1,690,091 

		一般正味財産期首残高		266,134,989 		254,562,921 		11,572,068 

		一般正味財産期末残高		276,016,966 		266,134,989 		9,881,977 

		Ⅱ　指定正味財産増減の部

		当期指定正味財産増減額		0 		0 		0 

		指定正味財産期首残高		0 		0 		0 

		指定正味財産期末残高		0 		0 		0 

		Ⅲ　正味財産期末残高		276,016,966 		266,134,989 		9,881,977 









正味財産内訳表

		正味財産増減計算書内訳表 セイ アジ ザイ サン ゾウ ゲン ケイ サン ショ ウチ ヤク ヒョウ

		令和３年４月１日から令和４年３月31日まで レイワ

														(単位：円） タンイ エン

		科　　　　　目		公益目的 コウエキ モクテキ		収益事業等会計 シュウエキ ジギョウ トウ カイケイ						法人会計 ホウジン カイケイ		合　計 ア ケイ

				事業会計		収益事業 シュウエキ ジギョウ		共益事業 キョウエキ ジギョウ		小計 ショウケイ

		Ⅰ　一般正味財産増減の部 イッパン ショウミ ザイサン ゾウゲン ブ

		　１．経常増減の部 ケイジョウ ゾウゲン ブ

		　　⑴ 経常収益 ケイジョウ シュウエキ

		　　　① 特定資産運用益 エキ		115,041 		986 		15,549 		16,535 		365,501 		497,077 

		　　　　特定資産受取利息 ウケトリ		115,041 		986 		15,549 		16,535 		365,501 		497,077 

		　　　② 受取入会金 ウケトリ		23,180,000 		0 		0 		0 		23,180,000 		46,360,000 

		　　　　受取入会金 ウケトリ		23,000,000 		0 		0 		0 		23,000,000 		46,000,000 

		　　　　受取事務手数料 ウケトリ		180,000 		0 		0 		0 		180,000 		360,000 

		　　　③ 受取会費 ウケトリ		27,476,000 		0 		0 		0 		27,476,000 		54,952,000 

		　　受取会費 ウケトリ		27,476,000 		0 		0 		0 		27,476,000 		54,952,000 

		　　　④ 事業収益 シュウエキ		19,593,038 		1,084,584 		1,074,250 		2,158,834 		0 		21,751,872 

		　　　　受取研修受講料 ウケトリ ケンシュウ ジュコウリョウ		55,000 		0 		0 		0 		0 		55,000 

		　　　　受取法定講習受講料 ウケトリ ホウテイ コウシュウ ジュコウリョウ		5,568,000 		0 		0 		0 		0 		5,568,000 

		　　　　岐阜県事務受託収益 ギフケン シュウエキ		893,648 		0 		0 		0 		0 		893,648 

		　　　　宅建試験業務受託収益 タッケン シュウエキ		13,076,390 		0 		0 		0 		0 		13,076,390 

		　　　　頒布事業収益 ジギョウ シュウエキ		0 		0 		143,150 		143,150 		0 		143,150 

		　　　　受取会館賃貸料 ウケトリ カイカン チンタイリョウ		0 		1,084,584 		0 		1,084,584 		0 		1,084,584 

		　　　　保証協会事務受託収益 シュウエキ		0 		0 		931,100 		931,100 		0 		931,100 

		　　　⑤ 雑収益 エキ		131,000 		0 		927,449 		927,449 		504,543 		1,562,992 

		　　　　受取利息		0 		0 		0 		0 		173 		173 

		　　　　雑収益 エキ		131,000 		0 		927,449 		927,449 		504,370 		1,562,819 

		　　　経常収益計 ケイジョウ シュウエキ		70,495,079 		1,085,570 		2,017,248 		3,102,818 		51,526,044 		125,123,941 

		　　⑵ 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ

		　　　① 事業費 ジギョウ ヒ		75,373,828 		460,815 		13,769,080 		14,229,895 				89,603,723 

		　　　　給料手当 キュウリョウ テア		27,457,094 		235,350 		3,687,095 		3,922,445 				31,379,539 

		　　　　退職給付費用 タイショク キュウフ ヒヨウ		1,968,539 		16,873 		264,347 		281,220 				2,249,759 

		　　　　法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ		3,761,685 		32,247 		505,142 		537,389 				4,299,074 

		　　　　福利厚生費 フクリ コウセイヒ		193,327 		1,656 		25,962 		27,618 				220,945 

		　　　　会議費 カイギヒ		544,777 		0 		1,541,550 		1,541,550 				2,086,327 

		　　　　会場費 カイジョウ ヒ		1,232,177 		0 		0 		0 				1,232,177 

		　　　　旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		3,566,028 		0 		41,900 		41,900 				3,607,928 

		　　　　通信運搬費 ツウシン ウンパン ヒ		4,146,612 		15,012 		594,530 		609,542 				4,756,154 

		　　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		932,825 		7,997 		125,264 		133,261 				1,066,086 

		　　　　頒布原価 ハンプ ゲンカ		0 		0 		99,722 		99,722 				99,722 

		　　　　消耗什器備品費 ショウモウ ジュウキ ビヒン ヒ		50,674 		434 		6,805 		7,239 				57,913 

		　　　　消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		549,208 		2,872 		44,925 		47,797 				597,005 

		　　　　広告費 コウコクヒ		4,768,575 		0 		0 		0 				4,768,575 

		　　　　修繕費 シュウゼンヒ		95,480 		819 		12,821 		13,640 				109,120 

		　　　　印刷費 インサツ ヒ		3,744,322 		399 		760,291 		760,690 				4,505,012 

		　　　　図書費 トショヒ		136,093 		0 		0 		0 				136,093 

		　　　　水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		1,178,784 		10,104 		158,289 		168,393 				1,347,177 

		　　　　賃借料 チンシャクリョウ		7,243,761 		56,504 		885,256 		941,760 				8,185,521 

		　　　　保険料 ホケンリョウ		161,918 		1,354 		21,442 		22,796 				184,714 

		　　　　諸謝金 ショ シャキン		2,537,066 		0 		0 		0 				2,537,066 

		　　　　事務機使用料 ジムキ シヨウリョウ		2,423,694 		18,758 		293,956 		312,714 				2,736,408 

		　　　　租税公課 ソゼイ コウカ		1,046,399 		52,386 		148,503 		200,889 				1,247,288 

		　　　　事務所管理費 ジム ショ カンリヒ		938,756 		8,050 		126,069 		134,119 				1,072,875 

		　　　　支払負担金 シハラ フタンキン		5,182,880 		0 		4,311,080 		4,311,080 				9,493,960 

		　　　　委託費 イタク ヒ		655,050 		0 		0 		0 				655,050 

		　　　　雑費 ザッピ		858,104 		0 		114,131 		114,131 				972,235 

		　　　② 管理費 カンリ										25,638,241 		25,638,241 

		　　　　役員報酬 ヤクイン ホウシュウ										40,000 		40,000 

		　　　　給料手当										7,844,879 		7,844,879 

		　　　　退職給付費用 タイショク キュウフ ヒヨウ										562,440 		562,440 

		　　　　法定福利費 ホウテイ フクリ										1,074,768 		1,074,768 

		　　　　福利厚生費										55,236 		55,236 

		　　　　総会費										298,031 		298,031 

		　　　　理事会費										197,140 		197,140 

		　　　　諸会議費 ショ カイギ										4,185,703 		4,185,703 

		　　　　旅費交通費										291,108 		291,108 

		　　　　通信運搬費 ツウシン ウンパン ヒ										548,796 		548,796 

		　　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ										266,520 		266,520 

		　　　　消耗什器備品費 ショウモウ ジュウキ ビヒン ヒ										14,481 		14,481 

		　　　　消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ										95,563 		95,563 

		　　　　広告費 コウコク										3,642,724 		3,642,724 

		　　　　修繕費 シュウゼンヒ										27,280 		27,280 

		　　　　印刷費 インサツ ヒ										137,805 		137,805 

		　　　　図書費										202,443 		202,443 

		　　　　水道光熱費										336,790 		336,790 

		　　　　賃借料 チンシャクリョウ										1,883,520 		1,883,520 

		　　　　保険料 ホケンリョウ										256,382 		256,382 

		　　　　諸謝金 ショ シャキン										661,714 		661,714 

		　　　　研修諸費 ケンシュウ ショヒ										0 		0 

		　　　　慶弔表彰費 ヒョウショウ										439,600 		439,600 

		　　　　事務機使用料										796,561 		796,561 

		　　　　租税公課										188,482 		188,482 

		　　　　事務所管理費 ジム ショ カンリ ヒ										268,195 		268,195 

		　　　　渉外費										484,857 		484,857 

		　　　　雑費 ヒ										837,223 		837,223 

		　　　経常費用計 ケイジョウ ヒヨウ ケイ		75,373,828 		460,815 		13,769,080 		14,229,895 		25,638,241 		115,241,964 

		　　　当期経常増減額 トウキ ケイジョウ ゾウゲンガク		△4,878,749 		624,755 		△11,751,832 		△11,127,077 		25,887,803 		9,881,977 

		　２．経常外増減の部 ケイジョウ ガイ ゾウゲン ブ

		　　⑴ 経常外収益 ケイジョウ ガイ シュウエキ

		　　　経常外収益計		0 		0 		0 		0 		0 		0 

		　　⑵ 経常外費用 ケイジョウ ガイ ヒヨウ

		　　　経常外費用計 ケイジョウ ケイ		0 		0 		0 		0 		0 		0 

		　　　当期経常外増減額 トウキ ケイジョウ ガイ ゾウゲンガク		0 		0 		0 		0 		0 		0 

		　　　他会計振替前
　　　当期一般正味財産増減額 タ カイケイ フリカエ ゼン トウキ イッパン ショウミ ザイサン ゾウゲンガク		△4,878,749 		624,755 		△11,751,832 		△11,127,077 		25,887,803 		9,881,977 

		　　　他会計振替額 タ カイケイ フリカエ ガク		246,452 		△246,452 		0 		△246,452 		0 		0 

		　　　当期一般正味財産増減額 トウキ イッパン ショウミ ザイサン ゾウゲンガク		△4,632,297 		378,303 		△11,751,832 		△11,373,529 		25,887,803 		9,881,977 

		　　　一般正味財産期首残高 イッパン ショウミ ザイサン キシュ ザンダカ												266,134,989 

		　　　一般正味財産期末残高 イッパン ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ												276,016,966 

		Ⅱ　指定正味財産増減の部 シテイ ショウミ ザイサン ゾウゲン ブ

		　　　当期指定正味財産増減額 トウキ シテイ ショウミ ザイサン ゾウゲンガク		0 		0 		0 		0 		0 		0 

		　　　指定正味財産期首残高 シテイ ショウミ ザイサン キシュ ザンダカ												0 

		　　　指定正味財産期末残高 シテイ ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ												0 

		Ⅲ　正味財産期末残高 ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ												276,016,966 











財務注記

		財務諸表に対する注記 ザイム ショヒョウ タイ チュウキ





		１．重要な会計方針 ジュウヨウ カイケイ ホウシン

		⑴　有価証券の評価基準及び評価方法 ユウカ ショウケン ヒョウカ キジュン オヨ ヒョウカ ホウホウ

		満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）による。 マンキ ホユウ モクテキ サイケン ショウキャク ゲンカホウ テイガク ホウ

		⑵　棚卸資産の評価基準及び評価方法 タナオロシ シサン ヒョウカ キジュン オヨ ヒョウカ ホウホウ

		頒布品……最終仕入原価法による。 ハンプ ヒン サイシュウ シイレ ゲンカ ホウ

		⑶　固定資産の減価償却の方法 コテイ シサン ゲンカ ショウキャク ホウホウ

		建物・建物附属設備・什器備品……定率法による。 タテモノ タテモノ フゾク セツビ ジュウキ ビヒン テイリツホウ

		ソフトウエア………定額法による。 テイガク ホウ

		⑷　引当金の計上基準 ヒキアテ キン ケイジョウ キジュン

		退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。 タイショク キュウフ ヒキアテ キン キマツ タイショク キュウヨ ジコ ツゴウ ヨウ シキュウガク ソウトウ

		⑸　リース取引の処理方法 トリヒキ ショリ ホウホウ

		通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。 ツウジョウ チンタイシャク トリヒキ カカ ホウホウ ジュン カイケイ ショリ

		⑹　消費税等の会計処理 ショウヒゼイ トウ カイケイ ショリ

		消費税等の会計処理は、税込方法による。 ショウヒゼイトウ カイケイ ショリ ゼイコ ホウホウ



		２．特定資産の増減額及びその残高 トクテイ シサン ゾウゲン ガク オヨ ザンダカ

		特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 トクテイ シサン ゾウゲン ガク オヨ ザンダカ ツギ

		（単位：円） タンイ エン

				科目 カモク																前期末残高 ゼンキ マツ ザンダカ												当期増加額 トウキ ゾウカ ガク												当期減少額 トウキ ゲンショウ ガク												当期末残高 トウキ マツ ザンダカ

				　退職給付引当資産 タイショク キュウフ ヒキアテ シサン																52,158,885 												3,559,745 												0 												55,718,630 

				　財政調整積立資産 ザイセイ チョウセイ ツミタテ シサン																30,750,000 												0 												0 												30,750,000 

				　会館建設準備積立資産 カイカン ケンセツ ジュンビ ツミタテ シサン																126,000,000 												0 												0 												126,000,000 

				　建物修繕積立資産 タテモノ シュウゼン ツミタテ シサン																7,000,000 												0 												0 												7,000,000 

				　記念事業積立資産 キネンジギョウ ツミタテ シサン																5,000,000 												0 												0 												5,000,000 

				　建物附属設備購入積立資産 タテモノ フゾク セツビ コウニュウ ツミタテ シサン																500,000 												0 												500,000 												0 

				　ＯＡ機器更新積立資産 キキコウシン ツミタテ シサン																7,500,000 												1,500,000 												0 												9,000,000 

				合計 ゴウ ケイ																228,908,885 												5,059,745 												500,000 												233,468,630 



		３．特定資産の財源等の内訳 トクテイ シサン ザイゲン トウ ウチワケ

		特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 トクテイ シサン ザイゲン トウ ウチワケ ツギ

		（単位：円） タンイ エン

				科目 カモク																当期末残高 トウキ マツ ザンダカ												（うち指定正味財産からの充当額） シテイ ショウミ ザイサン ジュウトウ ガク												（うち一般正味財産からの充当額） イッパン ショウミ ザイサン ジュウトウ ガク												（うち負債に
対応する額） フサイ タイオウ ガク

				　退職給付引当資産 タイショク キュウフ ヒキアテ シサン																55,718,630 												―												―												( 55,718,630 ) 

				　財政調整積立資産 ザイセイ チョウセイ ツミタテ シサン																30,750,000 												―												( 30,750,000 ) 												―

				　会館建設準備積立資産 カイカン ケンセツ ジュンビ ツミタテ シサン																126,000,000 												―												( 126,000,000 ) 												―

				　建物修繕積立資産 タテモノ シュウゼン ツミタテ シサン																7,000,000 												―												( 7,000,000 ) 												―

				　記念事業積立資産 キネンジギョウ ツミタテ シサン																5,000,000 												―												( 5,000,000 ) 												―

				　ＯＡ機器更新積立資産 キキコウシン ツミタテ シサン																9,000,000 												―												( 9,000,000 ) 												―

				合計 ゴウ ケイ																233,468,630 												―												( 177,750,000 ) 												( 55,718,630 ) 



		４．担保に供している資産 タンポ キョウ シサン

		該当事項はない。 ガイトウ ジコウ

		５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 コテイ シサン シュトク カガク ゲンカ ショウキャク ルイケイガク オヨ トウキ マツ ザンダカ

		固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 コテイ シサン シュトク カガク ゲンカ ショウキャク ルイケイガク オヨ トウキ マツ ザンダカ ツギ

		（単位：円） タンイ エン

				科目 カモク																取得価格 シュトク カカク																減価償却累計額 ゲンカ ショウキャク ルイケイガク																当期末残高 トウキ マツ ザンダカ

				　建物 タテモノ																59,280,000 																50,838,773 																8,441,227 

				　建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ																3,738,450 																2,268,283 																1,470,167 

				　什器備品 ジュウキ ビヒン																16,198,066 																15,792,908 																405,158 

				　ソフトウエア																2,517,696 																2,517,696 																0 

				合計 ゴウ ケイ																81,734,212 																71,417,660 																10,316,552 



		６．保証債務等の偶発債務 ホショウ サイム トウ グウハツ サイム

		該当事項はない。 ガイトウ ジコウ



		７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益 マンキ ホユウ モクテキ サイケン ウチワケ ナラ チョウボ カカク ジカ オヨ ヒョウカ ゾン エキ

		満期保有目的の債券の内訳並び帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。 マンキ ホユウ モクテキ サイケン ウチワケ ナラ チョウボ カカク ジカ オヨ ヒョウカ ソンエキ ツギ

		（単位：円） タンイ エン

				科目 カモク																帳簿価格 チョウボ カカク																時価 ジカ																評価損益 ヒョウカ ソンエキ

				　第61回利付国債 ダイ カイ リ ツ コクサイ																19,995,490 																20,206,120 																210,630 

				　第61回利付国債 ダイ カイ リ ツ コクサイ																12,497,180 																12,628,825 																131,645 

				　第337回利付国債 ダイ カイ リツキ コクサイ																49,957,550 																50,449,250 																491,700 

				合計 ゴウ ケイ																82,450,220 																83,284,195 																833,975 



		８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 ホジョキン トウ ウチワケ ナラ コウフ シャ トウキ ゾウゲンガク オヨ ザンダカ

		該当事項はない。 ガイトウ ジコウ



		９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 シテイ ショウミ ザイサン イッパン ショウミ ザイサン フリカエ ガク ウチワケ

		該当事項はない。 ガイトウ ジコウ



		10．関連当事者との取引の内容 カンレン トウジシャ トリヒキ ナイヨウ

		該当事項はない。 ガイトウ ジコウ



		11．重要な後発事象 ジュウヨウ ゴ ハツ ジショウ

		該当事項はない。 ガイトウ ジコウ





財産目録

		財　産　目　録 ザイ サン メ ロク

		令和４年３月31日現在 レイワ ネン ガツ ニチ ゲンザイ

										(単位：円）

		貸借対照表科目 タイシャク タイショウヒョウ カモク				場所・物量等 バショ ブツリョウ トウ		使用目的等 シヨウ モクテキ トウ		金額 キンガク

		(流動資産) リュウドウ シサン

		現金預金 ゲンキン ヨキン		現金 ゲンキン		手元保管　本部 テモト ホカン ホンブ		運転資金として ウンテン シキン		102,187

				預金 ヨキン		普通預金 フツウ ヨキン		運転資金として ウンテン シキン

						岐阜信用金庫六条支店 ギフ シンヨウ キンコ ロクジョウ シテン		本部 ホンブ		45,924,067

						岐阜信用金庫梅林支店 ギフ シンヨウ キンコ バイリン シテン		岐阜中支部 ギフ ナカ シブ		1,662,061

						岐阜信用金庫加納支店 ギフ シンヨウ キンコ カノウ シテン		岐阜南支部		1,808,250

						岐阜信用金庫福光支店 ギフ シンヨウ キンコ フクミツ シテン		岐阜北支部		832,893

						十六銀行本店 ジュウロク ギンコウ ホンテン		本部 ホンブ		1,463,192

						十六銀行本店 ジュウロク ギンコウ ホンテン		本部（講習） ホンブ コウシュウ		1,446,594

						大垣共立銀行県庁前支店 オオガキ キョウリツ ギンコウ ケンチョウマエ シテン		本部 ホンブ		343,533

						大垣共立銀行美濃加茂支店 オオガキ キョウリツ ギンコウ ミノカモ シテン		中濃支部		1,778,015

						大垣西濃信用金庫本店 オオガキ セイノウ シンヨウ キンコ ホンテン		西濃支部		596,172

						陶都信用農業協同組合泉梅ノ木支店 トウ ミヤコ シンヨウ ノウギョウ キョウドウ クミアイ イズミ ウメ キ シテン		東濃支部		1,439,524

						高山信用金庫駅西支店 タカヤマ シンヨウ キンコ エキ ニシ シテン		飛騨支部		923,924



		その他流動資産 タ リュウドウ シサン		未収金 ミシュウキン		宅地建物取引士証交付事務受託料 タクチ タテモノ トリヒキ シ ショウ コウフ ジム ジュタク リョウ				893,648

				前払金 マエバライキン		支部事務所賃借料他 シブ ジム ショ チンシャクリョウ ホカ				1,035,075

				立替金 タテカエキン		全宅連会議旅費他 ゼン タク レン カイギ リョヒ ホカ				33,180

				頒布品 ハンプ ヒン		業者票他 ギョウシャ ヒョウ ホカ				324,948

				仮払金 カリバライ キン		令和3年度中間申告消費税他 レイワ ネンド チュウカン シンコク ショウヒゼイ ホカ				469,592

		流動資産合計 リュウドウ シサン ゴウケイ								61,076,855

		(固定資産) コテイ シサン

		特定資産 トクテイ シサン		退職給付引当資産 タイショク キュウフ ヒキアテ		岐阜信用金庫六条支店　普通預金 ギフ シンヨウ キンコ ロクジョウシテン フツウ ヨキン		職員の退職金支払いの財源とするために積み立てている。 ショクイン タイショクキン シハラ ザイゲン ツ タ		28,723,140

						岐阜信用金庫六条支店　定期預金 ギフ シンヨウ キンコ ロクジョウシテン テイキ ヨキン				5,000,000

						十六銀行本店　定期預金 ジュウロク ギンコウ ホンテン テイキヨキン				2,000,000

						第61回利付国債 ダイ カイ リ ツキ コクサイ				19,995,490



				財政調整積立資産 ザイセイ チョウセイ ツミタテ		岐阜信用金庫六条支店　普通預金 ギフ シンヨウ キンコ ロクジョウシテン フツウ ヨキン		運転資金の不足に備えて積み立てている。 ウンテン シキン フソク ソナ ツ タ		52,820

						大垣共立銀行県庁前支店　定期預金 オオガキ キョウリツ ギンコウ ケンチョウマエ シテン テイキ ヨキン				8,200,000

						ゆうちょ銀行　定額貯金 ギンコウ テイガク チョキン				10,000,000

						第61回利付国債 ダイ カイ リ ツキ コクサイ				12,497,180



				会館建設準備積立 カイカン ケンセツ ジュンビ		岐阜信用金庫六条支店　普通預金 ギフ シンヨウ キンコ ロクジョウシテン フツウ ヨキン		会館の建替え等の財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理している。 カイカン タテカ トウ ザイゲン ツ タ シサン シサン シュトク シキン カンリ		74,242,450

				資産		大垣共立銀行県庁前支店　定期預金 オオガキ キョウリツ ギンコウ ケンチョウマエ シテン テイキ ヨキン				1,800,000

						第337回利付国債 ダイ カイ リ ツキ コクサイ				49,957,550



				建物修繕積立資産 タテモノ シュウゼン ツミタテ		岐阜信用金庫六条支店　普通預金 ギフ シンヨウ キンコ ロクジョウシテン フツウ ヨキン		会館の定期修繕の財源とするために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理している。 カイカン テイキ シュウゼン トクテイ ヒヨウ ジュンビ シキン カンリ		7,000,000







				記念事業積立資産 キネン ジギョウ ツミタテ		岐阜信用金庫六条支店　定期預金 ギフ シンヨウ キンコ ロクジョウシテン テイキ ヨキン		創立60周年記念事業の財源とするために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理している。 ソウリツ シュウネン キネン ジギョウ		5,000,000







				ＯＡ機器更新積立 キキ コウシン ツミタテ		岐阜信用金庫六条支店　普通預金 ギフ シンヨウ キンコ ロクジョウシテン フツウ ヨキン		ＯＡ機器更新の財源とするために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理している。 キキ コウシン		1,000,000

				資産		十六銀行本店　定期預金 ジュウロク ギンコウ ホンテン テイキヨキン				8,000,000





		その他固定資産 タ コテイ シサン		土地 トチ		岐阜市六条南2丁目5番3号　350㎡ ギフ シ ロクジョウ ミナミ チョウメ バン ゴウ		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格19,845,000円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格2,835,000円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格5,670,000円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウ ザイサン シヨウ ワリアイ カキ アンブン キマツ チョウボ カカク エン コウエキ モクテキ ホユウ ザイサン コウエキ モクテキ ジギョウ シヨウ キマツ チョウボ カカク エン シュウエキ ジギョウ オヨ キョウエキ ジギョウ シヨウ キマツ チョウボ カカク エン カンリ ギョウム シヨウ		28,350,000







				建物 タテモノ		岐阜県不動産会館 ギフケン フドウサン カイカン		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格5,908,859円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格844,121円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格1,688,247円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウ ザイサン シヨウ ワリアイ カキ アンブン キマツ チョウボ カカク エン コウエキ モクテキ ホユウ ザイサン コウエキ モクテキ ジギョウ シヨウ キマツ チョウボ カカク エン シュウエキ ジギョウ オヨ キョウエキ ジギョウ シヨウ キマツ チョウボ カカク エン カンリ ギョウム シヨウ		8,441,227

						　鉄骨3階建476.8㎡





				建物附属設備 タテモノ フゾク セツビ		会館冷暖房機8台等 カイカン レイダンボウ キ ダイ トウ		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格1,029,117円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格147,014円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格294,036円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウ ザイサン シヨウ ワリアイ カキ アンブン キマツ チョウボ カカク エン コウエキ モクテキ ホユウ ザイサン コウエキ モクテキ ジギョウ シヨウ キマツ チョウボ カカク エン シュウエキ ジギョウ オヨ キョウエキ ジギョウ シヨウ キマツ チョウボ カカク エン カンリ ギョウム シヨウ		1,470,167







				什器備品 ジュウキ ビヒン		サーバ、支部複合機等 シブ フクゴウキ トウ		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格283,613円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格40,517円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格81,028円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウ ザイサン シヨウ ワリアイ カキ アンブン キマツ チョウボ カカク エン コウエキ モクテキ ホユウ ザイサン コウエキ モクテキ ジギョウ シヨウ キマツ チョウボ カカク エン シュウエキ ジギョウ オヨ キョウエキ ジギョウ シヨウ キマツ チョウボ カカク エン カンリ ギョウム シヨウ		405,158







				電話加入権 デンワ カニュウケン		058-275-1551番他13回線 バン ホカ カイセン		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格39,200円）は、公益目的保有財産として公益目的事業に使用している。
10％（期末帳簿価格5,600円）は、収益事業及び共益事業に使用している。
20％（期末帳簿価格11,200円）は、管理業務に使用している。 キョウヨウ ザイサン シヨウ ワリアイ カキ アンブン キマツ チョウボ カカク エン コウエキ モクテキ ホユウ ザイサン コウエキ モクテキ ジギョウ シヨウ キマツ チョウボ カカク エン シュウエキ ジギョウ オヨ キョウエキ ジギョウ シヨウ キマツ チョウボ カカク エン カンリ ギョウム シヨウ		56,000







				敷金 シキキン		支部事務所敷金 シブ ジム ショ シキキン		共用財産であるため、使用割合により下記のとおり按分している。
70％（期末帳簿価格1,477,000円）は、公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している。
10％（期末帳簿価格211,000円）は、収益事業及び共益事業の用に供している。
20％（期末帳簿価格422,000円）は、管理業務の用に供している。 キョウヨウ ザイサン シヨウ ワリアイ カキ アンブン キマツ チョウボ カカク エン コウエキ モクテキ ホユウ ザイサン コウエキ モクテキ ジギョウ キマツ チョウボ カカク エン シュウエキ ジギョウ オヨ キョウエキ ジギョウ キマツ チョウボ カカク エン カンリ ギョウム		2,110,000







				出資金 シュッシキン		岐阜信用金庫出資金20口 ギフ シンヨウキンコ シュッシキン クチ		管理業務の用に供している。 カンリ ギョウム ヨウ キョウ		10,000

		固定資産合計 コテイ シサン ゴウケイ								274,311,182

		　　資産合計 シサン ゴウケイ								335,388,037

		(流動負債) リュウドウ フサイ		未払金		広報誌の印刷代他 コウホウシ インサツ ダイ ホカ				1,704,786

				前受金 マエウケキン		令和4年度法定講習受講料52名分 レイワ ネン ド ホウテイ コウシュウ ジュコウリョウ メイ ブン				624,000

				預り金 アズカ キン		入会申込者1名分他 ニュウカイモウシコミ シャ メイ ブン ホカ				1,323,655

		流動負債合計 リュウドウ フサイ ゴウケイ								3,652,441

		(固定負債) コテイ フサイ		退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ		職員6名分 ショクイン メイ ブン		職員に対する退職金の支払いに備えたもの ショクイン タイ タイショク キン シハラ ソナ		55,718,630

		固定負債合計 コテイ フサイ ゴウケイ								55,718,630

		　　負債合計 フサイ ゴウケイ								59,371,071

		　　正味財産 ショウミ ザイサン								276,016,966







