
1/2 （単位：円）
区分 使用目的等 金 額

（流動資産） 現金預金 管 運転資金 39,032                     

管 運転資金 90,448,579               

管 運転資金 15,896                     

90,503,507               

未収利息 公 ユーロ円債利息　ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ　1677-9054 361,666                   

公 ユーロ円債利息　ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ　1678-9054 383,055                   

公 ドル建て債券利息　LOGF　KIGUCHI　Ｍ0/指定正味財産積立資産 33,883,535               

公 ドル建て債券利息　LOGF　KIGUCHI　N0/建物建替積立資産 1,648,831                

公 定期預金利息　JA兵庫六甲0007／建物建替積立資産 43,771                     

公 定期預金利息　JA兵庫六甲0010／退職給付引当資産 433                         

公 定期預金利息　JA兵庫六甲0011／指定正味財産積立資産 17,078                     

36,338,369               

管 ドル建て債券利息　LOGF　KIGUCHI　Ｃ0/指定正味財産積立資産 50,897,599               

管 ドル建て債券利息　LOGF　KIGUCHI　K0/建物建替積立資産 6,031,199                

管 ユーロ円債利息　ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ　50189/P0138 1,415,383                

管 ユーロ円債利息　ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ　50190/P0143 1,437,500                

管 定期預金利息　JA兵庫六甲0006／指定正味財産積立資産 197,215                   

管 定期預金利息　JA兵庫六甲0009／財政調整積立資産 72,328                     

管 定期預金利息　JA兵庫六甲0008／建物修繕積立資産 6,575                      

管 定期預金利息　JA兵庫六甲0010／退職給付引当資産 99                           

60,057,898               

96,396,267               

前払金 管 概算労働保険料 72,999                     

72,999                     

前払費用 管 ウイルスバスターライセンス料 19,507                     

19,507                     

立替金 管 コカコーラ自販機　電気料金　2021年7～11月分 9,473                      

9,473                      

　　　流動資産合計 187,001,753             

（固定資産） 公 運用益を管理費の財源として使用している 103,896,105             

管 運用益を管理費の財源として使用している 1,199,724,757          

特定資産 公 運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用し 727,154,206             

管 運用益を管理費の財源として使用している 1,092,282,804          

3,984,814,671          

公 500,000,000             

公 500,000,000             

1,000,000,000          

管 500,000,000             

管 500,000,000             

管 500,000,000             

1,500,000,000          

2,500,000,000          

5,904.26㎡

10,156,628               

1,835,925,840          

兵庫県芦屋市呉川町14番９号・10号 1,101,648,961          

鉄筋造　4階建

11,218.05㎡ 6,518,201                

1,108,167,162          

115,050,334             

750,754                   

115,801,088             

39,201,600               

227,579                   

39,429,179               

公 役職員の退職金の支払資金として使用している 2,637,020                

管 役職員の退職金の支払資金として使用している 600,513                   

3,237,533                

公 266,278,000             

公 33,763,633               

管 126,876,718             

426,918,351             

40,000,000               

440,000,000             

　　特定資産合計 10,494,293,824         

その他 機械装置

固定資産 5,864,500                

3,383                      

5,867,883                

什器備品

900,040                   

17,683                     

917,723                   

管 管理運営の用に供している 530,434                   

1,448,157                

ソフトウェア 公 （公１）助成事業の用に供している 414,088                   

管 管理運営の用に供している 190,762                   

604,850                   

電話加入権 管 管理運営の用に供している 152,880                   

152,880                   

保　証　金 管 管理運営の用に供している 20,000                     

20,000                     

　　その他固定資産合計 8,093,770                

　　　　固定資産合計 10,502,387,594         

　資産合計 10,689,389,347         

定期預金JA兵庫六甲0006

現金

　　　　　（２０２１年１２月３１日現在）

特定資産
土地

特定資産
建物附属設備

特定資産
建物

普通預金JA兵庫六甲本店 900-0079421

指定正味財産
積立資産

合 計

合 計

2020年度に受け取る利息の内当事業年度に確定する額

運用益を（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の財源として使用し
ている

運用益を管理費の財源として使用している

指定正味財産
投資有価証券

　未収利息合計

定期預金JA兵庫六甲0011

野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50189/P0138

SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ　1677-9054

SMBC日興証券ユーロ円債 ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ ﾋﾞｰﾌﾞｲ　1678-9054

　保証金合計

　前払金合計

　前払費用合計

芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館

うち1.9％は管理運営の用に供している

　建物修繕積立資産合計

　財政調整積立資産合計

（共有財産）

うち99.9％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の
用に供している

定期預金JA兵庫六甲0009
管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する什器
備品

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターにおいて使用する機械
装置

　什器備品合計

　ソフトウエア合計

当法人設立時取得の電話加入権

　電話加入権合計

ＡＥＤ機器レンタル保証金

定期預金JA兵庫六甲0008
管

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの大規模修繕に使用する建物修繕
積立資産

上記共有財産に含まない什器備品

うち0.1％は管理運営の用に供している

　機械装置合計

（共有財産）

うち98.1％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の
用に供している

合 計

財政調整
積立資産

運用益を管理費の財源として使用している

WEB助成申込システム

　指定正味財産投資有価証券合計

うち0.6％は管理運営の用に供している

　特定資産土地合計

計

計

兵庫県芦屋市呉川町70番 （共有財産）

うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の
用に供している

　建物建替積立資産合計

うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の
用に供している

うち0.6％は管理運営の用に供している

定期預金JA兵庫六甲0007

芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の構築物

芦屋市保健福祉センター及び木口記念会館の建物附属設備

　退職給付引当資産合計

木口記念会館と芦屋市保健福祉センターの耐用年数経過後に同種
の資産を取得するために使用する

（共有財産）

うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の
用に供している

うち0.6％は管理運営の用に供している

　特定資産建物合計

ロンバーオーディエ信託（株）　投資信託　LOGF KIGUCHI K0

1,825,769,212          

退職給付
引当資産

（共有財産）

うち99.4％は公益目的財産として（公１）助成事業と（公２）施設貸与事業の
用に供している

うち0.6％は管理運営の用に供している

　特定資産構築物合計

建物建替
積立資産

定期預金JA兵庫六甲0010

　特定資産建物附属設備合計

特定資産
構築物

ロンバーオーディエ信託（株）　投資信託　LOGF KIGUCHI　M0

ロンバーオーディエ信託（株）　投資信託　LOGF KIGUCHI　C0

ロンバーオーディエ信託（株）　投資信託　LOGF KIGUCHI N0

PCA公益法人会計DX

40,000,000               

440,000,000             

財　産　目　録

公益財団法人木口福祉財団

貸借対照表科目 場所・物量等

普通預金SMBC芦屋駅前支店 380-3840435

　現金預金合計

ウイルスバスターライセンス

電気料金立替金

　立替金合計

管

運用益を管理費の財源として使用している
（次年度以降は支払保険料を上回る運用益が見込まれ、全期間を
通しても十分な運用益が見込まれる）

JA兵庫六甲　建物更生共済

（共有財産）

野村證券ユーロ円債 ｼﾙﾌﾘﾐﾃｯﾄﾞｼﾘｰｽﾞ 50190/P0143

　指定正味財産積立資産合計

野村證券円貨債 NEFNV 21696/R2178

労働保険料の前払金

861,756,799             
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公益財団法人木口福祉財団

2/2 （単位：円）
貸借対照表科目 区分 使用目的等 金 額

（流動負債） 未払金 管 社会保険料（事業所負担分）2021年11月分 170,945                   

管 社会保険料（事業所負担分）2021年12月分 552,778                   

管 社会保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分 188,233                   

管 労働保険料（事業所負担分）期末計上賞与引当金分 7,234                      

管 料金後納郵便料金　2021年12月分 9,216                      

管 NTTｺﾑ料金　2021年11月分 1,320                      

管 NTTｺﾑ料金　2021年12月分 1,320                      

管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金　2021年11月分 69,440                     

管 ﾄﾞｺﾓ･NTT西日本利用料金　2021年12月分 56,769                     

管 ｿﾌﾄバンク利用料金　2021年12月分 27,834                     

管 SMBC EBｻ-ﾋﾞｽ振込手数料　2021年12月分 5,720                      

管 SMBC EBｻ-ﾋﾞｽ給与振込手数料　2021年12月分 1,760                      

管 富士ﾌｨﾙﾑｻｰﾋﾞｽ料　2021年12月分 19,260                     

管 清掃消耗品代金（大清社）2021年12月分 2,904                      

管 アスクル　2021年12月分 3,376                      

管 電気料金　2021年12月分 140,321                   

管 ガス料金　2021年12月分 1,281                      

管 水道料金　2021年11月～12月分 53,391                     

管 清掃業務委託費（大清社）2021年12月分 507,131                   

管 建物管理委託費（アサヒファシリティズ）2021年12月分 1,060,923                

公 信託業務報酬（ロンバーオーディエ） 4,467,151                

管 信託業務報酬（ロンバーオーディエ） 7,157,123                

管 修繕費（アサヒファシリティズ）2021年12月分 806,300                   

管 SMBC EBｻｰﾋﾞｽ料　2021年12月分 4,400                      

管 PC保守料（富士ゼロックス兵庫）2021年12月分 23,980                     

15,340,110               

預り金 管 健康保険料（被保険者負担分） 260,585                   

管 厚生年金保険料（被保険者負担分） 445,604                   

管 雇用保険料（被保険者負担分） 38,591                     

公 源泉所得税 3,411                      

管 源泉所得税 146,450                   

管 市県民税 56,300                     

950,941                   

賞与引当金 公 公益目的事業会計分 835,262                   

管 法人会計分 204,988                   

1,040,250                

未払消費税等 公 公益目的事業会計分 2,464,600                

2,464,600                

　　　　流動負債合計 19,795,901               
（固定負債） 公 公益目的事業会計分 320,834                   

管 法人会計分 137,499                   
458,333                   

公 公益目的事業会計分 2,316,186                

管 法人会計分 463,014                   

2,779,200                

　　　　固定負債合計 3,237,533                

　負債合計 23,033,434               

　正味財産 10,666,355,913         

　負債及び正味財産合計 10,689,389,347         

財　産　目　録

　退職給付引当金合計

　未払金合計

常勤役員報酬、職員給与手当から控除したもの

　預り金合計

2022年6月支給の賞与額のうち計算期間が当事業年度にあたるも
の

　賞与引当金合計

　　　　　（２０２１年１２月３１日現在）

退職給付
引当金

当事業年度に確定する費用のうち未払い分

　未払消費税等合計

職員の退職金支払いに備えたもの

当事業年度に確定した納付すべき消費税額

場所・物量等

役員退職慰労
引当金

役員の退職慰労金支払いに備えたもの

　役員退職慰労引当金合計

10


	空白ページ



