
（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 64,777
預金 普通預金 運転資金として 430,341,565

肥後銀行県庁支店 422,472,781
熊本銀行本店 634,065
熊本第一信用金庫健軍支店 685,287
横浜幸銀信用金庫 4,607,550
福岡貯金事務センター 1,939,389
大和ネクスト銀行 2,493

未収金 健診料金未収入金　等 449,978,568
貸倒引当金 未収金回収不能による損失に備えるため △ 2,803,000
立替金 職員住民税等立替費用 491,500
貯蔵品 医薬材料品棚卸資産 13,888,969

印刷物棚卸資産 2,064,156
切手等棚卸資産 139,493

流動資産合計 894,166,028
（固定資産）
基本財産 基本財産引当預金 定期預金 50,000,000

三井住友信託銀行福岡天神支店

特定資産 退職給付引当資産 熊本県債
退職給付資金として管理されて
いる有価証券

60,000,000

熊本市債
退職給付資金として管理されて
いる有価証券

30,000,000

定期預金 107,900,000
熊本第一信用金庫健軍支店

定期預金 100,000,000
三井住友信託銀行福岡天神支店

決済預金 17,604
　熊本信用金庫健軍支店
決済預金 210,670
熊本第一信用金庫健軍支店

ノムラグローバルコーラブル債 200,000,000
九州ＦＧ証券

ノムラヨーロッパコーラブル債 20,000,000
九州ＦＧ証券

施設整備等積立資 定期預金 120,000,000
　肥後銀行県庁支店
定期預金 50,000,000
三井住友信託銀行福岡天神支店

定期預金 87,340,042
　熊本第一信用金庫健軍支店
定期預金 97,447,284
横浜幸銀信用組合

ノムラヨーロッパコーラブル債 80,000,000
九州ＦＧ証券

スタートラストα 50,000,000
三井住友信託銀行福岡天神支店

債務保証合同金銭信託（オリック 50,000,000
　三井住友信託銀行福岡天神支店
三菱UFJ条件付社債 100,000,000
　みずほ証券

新施設取得資産 定期預金 240,000,000
(資産取得資金) 横浜幸銀信用組合

定期預金
　熊本第一信用金庫健軍支店

新施設取得資金として管理され
ている預金(資産取得資金)

80,000,000

第11回　ﾔﾌｰ社債/みずほ証券
新施設取得資金として管理され
ている有価証券(資産取得資金)

100,000,000

第2回　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ社債/みずほ証券
新施設取得資金として管理され
ている有価証券(資産取得資金)

100,000,000

第2回　ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ社債/大和証券
新施設取得資金として管理され
ている有価証券(資産取得資金)

100,000,000

定期預金
　大和ネクスト銀行

新施設取得資金として管理され
ている預金(資産取得資金)

100,000,000

スタートラストα
三井住友信託銀行福岡天神支店

新施設取得資金として管理され
ている有価証券(資産取得資金)

150,000,000

債務保証合同金銭信託（オリックス）
　　三井住友信託銀行福岡天神支店

新施設取得資金として管理され
ている有価証券(資産取得資金)

50,000,000

車両運搬具 (公財)JKA補助車両
公益目的保有財産であり、公益
目的事業の用に供している

18,332,161

退職給付資金として管理されて
いる預金

退職給付資金として管理されて
いる有価証券

退職給付資金として管理されて
いる預金

退職給付資金として管理されて
いる有価証券

施設整備等の資金として管理さ
れている預金

退職給付資金として管理されて
いる預金

施設整備等の資金として管理さ
れている預金

Ⅴ．財　産　目　録
令和4年3月31日現在

貸借対照表科目

公益目的保有財産であり、基本
財産として管理されている預金

退職給付資金として管理されて
いる預金

施設整備等の資金として管理さ
れている預金

施設整備等の資金として管理さ
れている有価証券

新施設取得資金として管理され
ている預金(資産取得資金)

施設整備等の資金として管理さ
れている預金

施設整備等の資金として管理さ
れている有価証券

施設整備等の資金として管理さ
れている有価証券
施設整備等の資金として管理さ
れている有価証券



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

建物
6317.52㎡
熊本市東区東町4-4-68

全館のうち97.07％は公益目的
保有財産であり、公益目的事業
の施設に使用している
2.93％は法人の管理目的として
使用している

70,644,000

建物
2128.53㎡
熊本市東区東町4-4-75

全館公益目的保有財産であり、
公益目的事業の施設に使用して
いる

190,925,548

建物付属設備 電気設備　他

97.07％は公益目的保有財産で
あり、公益目的事業の施設に使
用している
2.93％は法人の管理目的として
使用している

17,188,335

建物付属設備 電気設備　他
公益目的保有財産であり、公益
目的事業の施設に使用している

7,083,004

構築物 管理棟西側外壁　他
公益目的保有財産であり、公益
目的事業の施設に使用している

3,127,290

車両運搬具 生活習慣病検診車両　他
公益目的保有財産であり、公益
目的事業の用に供している

45,835,090

什器備品 防犯カメラ　他
公益目的保有財産であり、公益
目的事業の用に供している

78,714,344

ソフトウェア ﾚｾﾌﾟﾄｿﾌﾄ『ORCA』　他
公益目的保有財産であり、公益
目的事業の用に供している

119,575,106

リース資産 内視鏡システム一式　他
公益目的保有財産であり、公益
目的事業の用に供している

99,937,260

土地
10085.74㎡
熊本市東区東町4-4-68及び75

公益目的保有財産であり、公益
目的事業の施設に使用している

468,000,000

電話加入権
電話加入権
　日本電信電話

096-365-8800　他

公益目的保有財産であり、公益
目的事業の用に供している

654,950

出資金 出資金 1,000
横浜幸銀信用組合

　熊本第一信用金庫健軍支店 借入金契約のための信用組合出
資金

10,000

長期前払費用 ﾘｻｲｸﾙ預託金 119,930
㈱イズミ車体製作所　他

固定資産合計 3,243,063,618

　資産合計 4,137,229,646

（流動負債）

未払金 業者への未払　他
公益目的事業に供する備品購入
の未払い分

295,984,418

預り金 源泉徴収所得税　他 職員預り源泉徴収所得税等 5,243,481
仮受金 熊本交通㈱ 返金額 7,169

短期借入金 熊本第一信用金庫
長期借入金の令和４年度返済額
の振替

13,200,000

賞与引当金
当期に属する期間の支給見込み
額を計上したもの

53,858,193

流動負債合計 368,293,261

（固定負債）

リース債務 リース資産の未払リース料 99,980,178

長期借入金 熊本第一信用金庫
画像サーバー等購入に係る借入
金

35,200,000

退職給付引当金
職員、委嘱職員に対する退職金
の支払いに備えたもの

540,917,080

固定負債合計 676,097,258

　負債合計 1,044,390,519

　正味財産 3,092,839,127

その他固定資産

特定資産を管理、運用するため
の信用組合出資金

検診車・公用車のリサイクル預
託金


