
(単位:円)

（流動資産）
現金 手許有高 運転資金として 121,745
普通預金 福岡銀行/赤坂門(本部) 運転資金として 686,596,975

福岡銀行/箱崎(本部) 運転資金として 16,738,935
福岡銀行/県庁内(本部) 運転資金として 182,108
JA県信連(本部) 運転資金として 2,357
ゆうちょ銀行(くるめ) 運転資金として 14,182,603
西日本シティ銀行(くるめ) 運転資金として 26,584,564
福岡銀行(こが) 運転資金として 28,257,503
ゆうちょ銀行(こが) 運転資金として 7,777,039

定期預金 西日本シティ銀行(本部) 運転資金として 23,119
福岡県信連(本部) 運転資金として 121,510
西日本シティ銀行(くるめ) 運転資金として 60,735,617
ゆうちょ銀行(くるめ) 運転資金として 10,000,000
福岡銀行(こが) 運転資金として 10,000,000

振替預金 ゆうちょ銀行(会費受入口) 運転資金として 103
ゆうちょ銀行(学費･受講料受入口) 運転資金として 206

未収金 受講料等
公益目的事業-R1年度受講料ｺﾝﾋﾞﾆ収納未
収、復職研修事業材料費

2,000

委託費･補助金 公益目的事業-福岡県委託費･補助金 26,183,986

利息 公益目的事業-公債未収利息 115,775

収益目的事業-公債未収利息 7,825

法人会計-公債未収利息等 76,650

その他
収益事業等-ﾃﾅﾝﾄ家賃･会議室等貸付料,
自販機手数料

65,995

退職職員社会保険料・住民税3～5月分
(くるめ)

29,205

事業未収金 社会保険診療報酬
公益目的事業-ステーションくるめ(訪
問)2-3月社保診療報酬

2,056,540

公益目的事業-ステーションこが(訪
問)2-3月社保診療報酬

1,581,318

国民健康保険診療報酬
公益目的事業-ステーションくるめ(訪
問)2-3月国保診療報酬

4,533,050

公益目的事業-ステーションこが(訪
問)2-3月国保診療報酬

5,687,636

介護保険給付費
公益目的事業-ステーションくるめ(訪
問)2-3月介保給付費

4,747,554

公益目的事業-ステーションくるめ(居
宅)2-3月介保給付費

2,582,730

公益目的事業-ステーションくるめ(多機
能)2-3月介保給付費

8,217,337

公益目的事業-ステーションこが(訪
問)2-3月介保給付費

4,092,098

公益目的事業-ステーションこが(居
宅)2-3月介保給付費

3,866,911

学校訪問看護
公益目的事業-ステーションくるめ(訪
問)学校訪問

529,620

その他
公益目的事業-ステーションくるめ(訪
問)訪問交通費等

149,625

公益目的事業-ステーションくるめ(多機
能)食事･宿泊費等

464,914

公益目的事業-ステーションくるめ(特別
支援学校)

4,135,703

公益目的事業-ステーションくるめ(ｺｰﾙｾ
ﾝﾀｰ)

1,800,000

公益目的事業-ステーションくるめ(日看
協)

1,169,481

前払金
公益目的事業-日本訪問看護協会年会費
(こが)

20,000

公益目的事業-R2年　ｼｽﾃﾑ保守料(こが) 69,300
法人会計-R2総会会場使用料(ｱｸﾛｽ) 344,490

前払費用 保険料
法人会計-火災保険料継続加入料(H29か
ら5年)

1,016,000

公益目的事業-R2地区支部活動団体補償
保険料

300,440

印刷製本代
公益目的事業-R2学会ﾎﾟｽﾀｰ/R2教育計画
印刷等

684,226

その他
公益目的事業-書籍代、ｻﾃﾗｲﾄ前払賃料(2
箇所)、R2教育計画発送外

1,724,987

公益目的事業-ステーションくるめｼｽﾃﾑ
年間保守料

126,280

公益目的事業-日本訪問看護協会年会費
(くるめ)

20,000

公益目的事業-ステーションくるめ極駐
車場代4月分

22,000

立替金 利用者等
公益目的事業-ステーションこが(訪問)
利用者等

3,674

貯蔵品 切手 公益目的事業-切手有高 978,115
収益事業等-切手有高 1,008
法人会計-切手有高 525,534

その他 公益目的事業-印刷機ﾄﾅｰ有高 607,773
流動資産合計 939,864,164

財     産     目     録
令和 2年 3月31日現在
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貸借対照表科目 場所･物量等 使用目的等 金額

（固定資産）
基本財産
特定資産

建物（特） 公益目的事業-ﾅｰｽｾﾝﾀｰｻﾃﾗｲﾄ建物改修費 6,677,973

車両運搬具（特）
公益目的事業-ｽﾃｰｼｮﾝくるめ事業福祉助
成車両

1,386,111

退職給付引当資産（特） 退職給付引当預金/福岡銀行赤坂門支店
公益目的事業-本部役員･職員に対する退
職金の支払いに備えたもの

38,599,211

収益事業等-本部職員に対する退職金の
支払いに備えたもの

581,539

法人会計-本部役員･職員に対する退職金
の支払いに備えたもの

3,006,553

退職給付引当預金/西日本シティ銀行久
留米支店

公益目的事業-ｽﾃｰｼｮﾝくるめ事業におけ
る職員に対する退職金の支払いに備えた
もの

10,271,443

退職給付引当預金/福岡銀行古賀支店
公益目的事業-ｽﾃｰｼｮﾝこが事業における
職員に対する退職金の支払いに備えたも

15,582,800

建物建替積立資産（特）
建物建替有価証券/国債等（満期保有目
的債券）

ﾅｰｽﾌﾟﾗｻﾞ福岡の将来の建替えに備えたも
の

299,800,000

建物建替預金/JA県信連本所 82,437,713
建物建替預金/西日本シティ銀行赤坂門
支店

20,548,260

建物建替預金/福岡銀行 187,214,027

修繕積立金引当資産（特） 修繕積立預金/福岡銀行県庁内支店
ﾅｰｽﾌﾟﾗｻﾞ福岡の施設、設備、建物等を大
規模に改良、改修を行うための資金

251,281,711

修繕積立預金/JA県信連本所 18,718,289
修繕積立預金/福岡銀行赤坂門支店 60,000,000

減価償却引当資産（特）
減価償却引当預金/西日本シティ銀行久
留米支店

公益目的事業-ｽﾃｰｼｮﾝくるめ事業におけ
る車両買換えに備えたもの

253,650

減価償却引当預金/福岡銀行古賀支店
公益目的事業-ｽﾃｰｼｮﾝこが事業における
車両買換えに備えたもの

2,000,000

その他固定資産

土地 福岡市東区馬出4-10-1
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

287,463,801

収益事業の用に供している 59,803,549
管理運営の用に供している 85,464,550

久留米市西町105-18
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ｽﾃｰｼｮﾝくるめ事業の用に供している

41,152,762

建物 福岡市東区馬出4-10-1
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

402,549,339

収益事業の用に供している 83,745,778
管理運営の用に供している 119,680,107

久留米市西町105-18
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ｽﾃｰｼｮﾝくるめ事業の用に供している

11,875,433

公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ｽﾃｰｼｮﾝくるめ看護小規模多機能型事業
の用に供している

28,480,108

建物付属設備 給排水設備工事一式
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ｽﾃｰｼｮﾝくるめ事業の用に供している

2,458,155

什器備品 ﾅｰｽﾌﾟﾗｻﾞ福岡事務所付帯設備一式
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

706,559

収益事業の用に供している 7,490
管理運営の用に供している 118,177

ｽﾃｰｼｮﾝくるめ事務所付帯設備一
式

公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ｽﾃｰｼｮﾝくるめ事業の用に供している

1,343,200

公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ｽﾃｰｼｮﾝくるめ看護小規模多機能型事業
の用に供している

732,844

ステーションこが事務所付帯設備
一式

公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ステーションこが事業の用に供してい
る（訪問）

530,215

公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ステーションこが事業の用に供してい
る（居宅）

530,206

構築物 舗装･植栽工事他一式
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

3,737,497

収益事業の用に供している 777,542
管理運営の用に供している 1,111,179

ステーションくるめ駐車場改修工事一式
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ステーションくるめ事業(訪問)の用に
供している

564,310

すぴか☆くるめ駐車場補修･看板工事
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ステーションくるめ事業(多機能)の用
に供している

977,670

車両運搬具 軽自動車
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ステーションくるめ事業(訪問)の用に
供している

2

軽自動車2台
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ステーションこが事業の用に供してい

2

電話加入権 092-631-1141他14本
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

348,683

収益事業の用に供している 72,540
管理運営の用に供している 103,665

092-942-0377
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ステーションこが事業の用に供してい

76,440

保証金 車両リサイクル預託金
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ステーションくるめ事業(訪問)の用に
供している

41,290

車両リサイクル預託金
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ステーションこが事業の用に供してい

8,830

投資有価証券
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

18,196

収益事業の用に供している 642
管理運営の用に供している 1,162

ソフトウェア 会員管理ｼｽﾃﾑ,研修受講管理ｼｽﾃﾑ他
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

4,835,798

収益事業の用に供している 16,318
管理運営の用に供している 257,454



貸借対照表科目 場所･物量等 使用目的等 金額

サーバーライセンス料
公益目的保有財産であり、公益目的事業
-ステーションくるめ事業(多機能)の用
に供している

504,000

固定資産合計 2,138,454,773
資産合計 3,078,318,937

（流動負債）

未払金
公益目的事業-広告代,文具代,ｲﾝｸｽﾃｰﾌﾟﾙ
代等

242,263

公益目的事業-退職金2名 1,243,388
公益目的事業-ステーションくるめ(訪
問)印刷代、ｺﾋﾟｰ機使用料等

1,962,928

公益目的事業-ステーションくるめ(居
宅)ｺﾋﾟｰ機使用料等

222,030

公益目的事業-ステーションくるめ(委
託)印刷代、ｺﾋﾟｰ機使用料等

113,878

公益目的事業-ステーションくるめ(すぴ
か)印刷代、ｺﾋﾟｰ機使用料等

507,933

公益目的事業-ステーションこが（訪
問）退職給付金2名

6,265,690

公益目的事業-ステーションこが（訪
問）塵芥処理料

1,296

公益目的事業-ステーションこが（居
宅）塵芥処理料

1,296

法人会計-ｲﾝｸ･ｽﾃｰﾌﾟﾙ代,ﾀｸｼｰ代 1,191,107

未払費用
公益目的事業-3月職員残業代等,役員報
酬･旅費･ｱﾙﾊﾞｲﾄ代

967,448

公益目的事業-3月社会保険料等 275,243
公益目的事業-未払労働保険料 5,909
公益目的事業-ｺﾋﾟｰ機ｶｳﾝﾄ料,発送料,3月
非常勤役員報酬等

2,864,877

公益目的事業-3月受講料ｺﾝﾋﾞﾆ決済手数
料

16,709

公益目的事業-3月住民税,所得税 776,723
収益目的事業-ｺﾋﾟｰ機ｶｳﾝﾄ料等 22,164
法人会計-3月職員残業代等,役員報酬･旅
費

559,180

法人会計-未払労働保険料 52,609
法人会計-ｺﾋﾟｰ機ｶｳﾝﾄ料,研修管理ｼｽﾃﾑ更
改料,3月非常勤役員報酬等

3,456,104

公益目的事業-ステーションくるめ(訪
問)地域リハビリテーション活動支援講

86,130

公益目的事業-ステーションくるめ(委
託)臨時職員給与・社会保険料等

556,444

公益目的事業-ステーションくるめ(委
託)消費税

2,030,309

公益目的事業-ステーションくるめ(すぴ
か)処遇改善加算

1,431,000

公益目的事業-ステーションこが（訪
問）3月残業代

93,755

公益目的事業-ステーションこが（訪
問）コピー機ｶｳﾝﾄ料

9,048

公益目的事業-ステーションこが（居
宅）コピー機ｶｳﾝﾄ料

9,047

公益目的事業-ステーションこが（居
宅）ｻｰﾊﾞｰ回線通信料

4,416

前受金 次年度会費 R2年度県会費 183,695,000

公益目的事業-R2年度皮膚排泄学費 22,295,790

公益目的事業-R2年度ﾌｧｰｽﾄﾚﾍﾞﾙ,ｻｰﾄﾞﾚﾍﾞ
ﾙ受験料,皮膚排泄入学金

5,773,240

預り金 3月社会保険料預り分 88,903
3月所得税預り分 259,654
3月講師謝金源泉税預り分 106,778
3月住民税預り分 601,700
公益目的事業-ステーションこが利用者
預り分

34,771

法人会計-返金対象者分預り会費 295,000
賞与引当金 公益目的事業-夏季賞与負担額 8,563,013

収益事業等-夏季賞与負担額 146,748
法人会計-夏季賞与負担額 552,645

公益目的事業-ステーションくるめ夏季
賞与負担額

5,902,747

公益目的事業-ステーションこが夏季賞
与負担額

4,357,562

流動負債合計 257,642,475
（固定負債）

役員任期満了慰労引当金
法人会計-非常勤役員に対する任期満了
慰労金の支払いに備えたもの

440,000

役員退職給付引当金
公益目的事業-常勤役員に対する退職金
の支払いに備えたもの

834,109

法人会計-常勤役員に対する退職金の支
払いに備えたもの

376,500

退職給付引当金 期末職員退職給付要支給額
公益目的事業-職員に対する退職金の支
払いに備えたもの

37,765,102

収益事業等-職員に対する退職金の支払
いに備えたもの

581,539

法人会計-職員に対する退職金の支払い
に備えたもの

2,190,053

期末職員退職給付要支給額
公益目的事業-ｽﾃｰｼｮﾝくるめ職員に対す
る退職金の支払いに備えたもの

10,271,443

期末職員退職給付要支給額
公益目的事業-ｽﾃｰｼｮﾝこが職員に対する
退職金の支払いに備えたもの

15,582,800

固定負債合計 68,041,546
負債合計 325,684,021
正味財産 2,752,634,916


