
(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  協会本部 運転資金として 267,050
〃　　　　   県立美術館王子分館 〃 377,061
〃　　　　　 尼崎青少年創造劇場 〃 468,058
〃　　　　　 芸術文化センター 〃 2,546,965
　

普通預金 協会本部

　　三井住友銀行神戸営業部 〃 89,545,644
県立美術館王子分館

　　みなと銀行水道筋支店 〃 24,022,683
尼崎青少年創造劇場

　　尼崎信用金庫塚口支店 〃 42,129,761
芸術文化センター

　　三井住友銀行西宮北口支店 〃 269,186,922

定期預金 協会本部

　　三井住友銀行神戸営業部 〃 16,475,018

貯金 協会本部　

　　ゆうちょ銀行 〃 636,641
　

未収金 協会本部 施設利用料他 14,712,033
　 県立美術館王子分館 ショップ収益他 8,396,318

尼崎青少年創造劇場 公演入場料他 23,914,980
芸術文化センター 公演事業収益他 300,966,191

貯蔵品 協会本部 頒布用図書 58,926
芸術文化センター 販売用商品 935,393

前払金 協会本部 資金運用に係る経過利息 52,550

前払費用 協会本部 役員傷害保険料他 575,848
県立美術館王子分館 施設賠償保険料 232,910
芸術文化センター ソフトウェア年間保守料他 793,002

仮払金 協会本部 貸与資金

流動資産合計 796,293,954
（固定資産）

基本財産 投資有価証券 191,160,000

管理目的の財源として使用する財産 428,840,000
定期預金　兵庫六甲農業協同組合 〃 10,000,000
定期預金　三井住友銀行神戸営業部 〃 7,206,882

特定資産 退職給付引当資産 第39回東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ社債 3,404,719
定期預金　三井住友銀行神戸営業部 11,771,394

定期預金　但馬銀行西宮北口支店 82,000,000

定期預金　但馬銀行西宮北口支店 事業の実施に備えた資産 68,000,000
普通預金　三井住友銀行西宮北口支店 〃 123,781,651

普通預金　三井住友銀行西宮北口支店 〃 7,422,850
定期預金　但馬銀行西宮北口支店 〃 70,000,000

普通預金　三井住友銀行西宮北口支店 〃 957,057
定期預金　但馬銀行西宮北口支店 〃 30,000,000

普通預金　三井住友銀行西宮北口支店 〃 106,663,000

公益目的保有財産であり、運用益を
公益事業財源に使用

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、運用益を
公益事業財源に使用

芸術文化ｾﾝﾀｰ管理運
営調整資産

普通預金　三井住友銀行西宮北口支店 事業の実施に備えた資産 33,582,576

芸術文化ｾﾝﾀｰ事業推
進資産

従業員に対する退職金の支払に備
えた資産

第138回20年国債
第328回10年国債

芸術文化ｾﾝﾀｰ楽団事
業推進資産

普通預金　三井住友銀行西宮北口支店 〃 19,757,000

芸術文化ｾﾝﾀｰ
音楽振興資産

芸術文化ｾﾝﾀｰ公演
感染対策事業
積立資産

芸術文化ｾﾝﾀｰ
ｽｰﾊﾟｰｷｯｽﾞｵｰｹｽﾄﾗ
事業推進資産



(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

特定資産 第138回20年国債 事業の実施に備えた資産 8,333,333
第328回10年国債 1,666,667
普通預金　　尼崎信用金庫塚口支店 〃 1,517,408

赤艸社賞資産 第39回東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ社債 〃 1,050,000
定期預金　三井住友銀行神戸営業部 〃 2,472,529

第39回東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ社債 〃 1,860,000
定期預金　三井住友銀行神戸営業部 〃 4,344,177

事業及び運営資産 第39回東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ社債 〃 5,970,000
定期預金　三井住友銀行神戸営業部 〃 13,930,000

公益目的事業資産 第39回東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ社債 〃 4,640,000
定期預金　三井住友銀行神戸営業部 〃 10,800,000
普通預金　三井住友銀行神戸営業部 〃 57,998

その他固定資産 什器備品（法人）

取得価格 協会本部 事務局で使用 3,649,010
減価償却累計額 〃 〃 △ 1,454,007

什器備品（公益） 　 　
取得価格 芸術文化センター 公益目的保有財産 3,532,000
リース資産 〃 収益事業の財源とする財産 17,138,000
減価償却累計額 〃 △ 3,135,374

　

電話加入権 協会本部 事務局の電話(1本） 30,300
芸術文化センター 芸術文化ｾﾝﾀｰの電話（29本） 522,223

敷金 芸術文化センター 楽団員用借上住宅（48戸） 7,545,600

投資有価証券 協会本部 運用益を事務局管理費の財源に充当 7,790,001
尼崎青少年創造劇場 〃 50,000

固定資産合計 1,289,326,994
資産合計 2,085,620,948

（流動負債）

未払金 協会本部 施設に係る業務委託費他 79,122,258
県立美術館王子分館 〃 22,034,706
尼崎青少年創造劇場 〃 53,887,932
芸術文化センター 事業経費他 193,674,993

前受金 協会本部 次年度施設利用料他 8,032,250
県立美術館王子分館 次年度施設利用料他 8,202,750
尼崎青少年創造劇場 次年度施設利用料他 8,491,050
芸術文化センター 次年度公演入場料他 118,463,951

預り金 協会本部 源泉所得税他 5,950,643
県立美術館王子分館 〃 2,833,175
尼崎青少年創造劇場 〃 2,350,817
芸術文化センター 〃 7,008,127

リース債務 芸術文化センター 収益事業の財源とする財産 2,508,000

棚卸図書在庫調整勘定 協会本部 法人税基本通達に基づくもの 58,000
　

賞与引当金 役職員に対するもの 役職員に対する賞与の支払に備えたもの 52,191,524

流動負債合計 564,810,176
(固定負債）

退職給付引当金 職員に対するもの 263,737,813

リース債務 芸術文化センター 収益事業の財源とする財産 14,839,000

受入保証金 協会本部 兵庫県民会館の営業保証金等 2,470,000
尼崎青少年創造劇場 2,433,000

固定負債合計 283,479,813
負債合計 848,289,989
正味財産 1,237,330,959

2,470,000

貸借対照表科目

坂井時忠音楽賞資産

ピッコロ演劇振興資産

令和3年度～令和5年度設備管理業
務委託等の契約に基づく保証金

受入保証金引当資産 普通預金　三井住友銀行神戸営業部 兵庫県民会館の営業保証金等を
管理するための資産

職員に対する退職金の支払に備えた
もの


