
公益財団法人 福岡労働衛生研究所 （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(管理棟） 運転資金として 327,760

手元保管(労衛研健診センター） 110,000

手元保管(延岡健診センター） 183,787

手元保管(天神健診センター） 176,316

手元保管(宇部センター） 162,847

現金合計 960,710

預金 当座預金 運転資金として

　福岡銀行天神町支店 6,508,045

当座預金合計 6,508,045

普通預金 運転資金として

　福岡銀行天神町支店 447,527,410

　福岡銀行住吉支店 2,097,852

　西日本シティ銀行大名支店 224,227,711

　宮崎銀行福岡支店 16,418

　宮崎銀行恒富支店 13,511,966

　筑邦銀行福岡支店 400,869

　山口銀行宇部支店 3,566,277

普通預金合計 691,348,503

郵便貯金 運転資金として

　ゆうちょ銀行 4,975,738

郵便貯金合計 4,975,738

未収金 事業収益未収金 804,713,670

九州カード㈱ 1,259,203

その他 346,072

未収金合計 806,318,945

未収利息 定期預金8口座に対する期末時点の経過利息 175,766

未収利息合計 175,766

前払金 令和2年度駐車場及び家賃賃料前払額 6,632,780

福岡商工会議所/特退共掛金 2,025,700

鳥栖市他/令和2年度健診会場賃料前払額 765,441

全国公益法人協会西日本業務局他/令和2年度年会費 416,650

(公財)九州生産性本部/研修会参加費用 220,000

㈱エスシーシー九州支店/健診機器等保守料 214,500

日本総合健診医学会/精度管理調査費用その他手数料 112,500

その他 1,691,051

前払金合計 12,078,622

前払費用 リコージャパン㈱/事務機器及び健診機器保守点検料 2,364,434

損保ジャパン日本興亜㈱他/火災保険・自動車保険等保険料 3,200,890

日本総合健診医学会他/会費 236,252

日本情報経済社会推進協会/プライバシーマーク付与登録料 104,762

前払費用合計 5,906,338

貯蔵品 巡回健診部 健診材料等在庫 4,380,042

労衛研健診センター 健診材料及び医薬品等在庫 1,402,948

健康増進部 指導用消耗品等在庫 391,171

環境測定部 測定材料等在庫 379,903

延岡健診センター 健診材料及びその他消耗品等在庫 1,376,565

天神健診センター 健診材料及びその他消耗品等在庫 907,435

情報部 印刷物等在庫 3,056,793

診療技術部 健診材料等在庫 1,901,239

渉外部 印刷物等在庫 1,182,650

業務部 印刷物等在庫 1,525,508

宇部センター 健診材料等在庫 515,324

総務部 切手印紙等在庫 36,234

貯蔵品合計 17,055,812

仮払金 宿泊出張費 383,000

仮払金合計 383,000

その他流動資産 517,940

貸倒引当金 未収金残高及び貸付金に対して設定した貸倒見積額 △ 242,000

貸倒引当金合計 △ 242,000

1,545,987,419

財　産　目　録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目

　流動資産合計



公益財団法人 福岡労働衛生研究所 （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

財　産　目　録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目

（固定資産）

基本財産 預金 定期預金 定款に定める基本財産であり、公益目的保有財産とし

　西日本シティ銀行大名支店 て運用益を公益目的事業の財源に使用している 100,000,000

基本財産合計 100,000,000

特定資産 減価償却引当資産 定期預金 将来における減価償却資産の取替更新に備えるため

　西日本シティ銀行大名支店 公益目的保有財産 468,000,000

　宮崎銀行福岡支店・恒富支店 管理活動財産 52,000,000

減価償却引当資産合計 520,000,000

退職給付引当資産 定期預金 従業員に対する退職金の支給に備えるため

　福岡銀行天神町支店 80,000,000

退職給付引当資産合計 80,000,000

新健診システム取得積立資産 定期預金 公益目的保有財産 200,000,000

　西日本シティ銀行大名支店、筑邦銀行福岡支店 新健診システム取得積立資産合計 200,000,000

車両運搬具 健診車2台 公益目的保有財産 24,459,409

車両運搬具合計 24,459,409

特定資産合計 824,459,409

その他固定資産 建物 健診センター、天神健診センター、延岡健診センター他 公益目的保有財産 358,531,995

管理活動財産 5,436,312

建物合計 363,968,308

建物附属設備 天神健診センター内装工事、空調設備・電気設備等75件 公益目的保有財産 239,947,806

管理活動財産 5,306,184

建物附属設備合計 245,253,990

構築物 サイン工事・駐車場地盤整備等13件 公益目的保有財産 6,623,066

管理活動財産 87,047

構築物合計 6,710,113

車両運搬具 健診車、渉外車等 公益目的保有財産 43,364,677

車両運搬具合計 43,364,677

什器備品 健診機器、PC、絵画等 公益目的保有財産 151,625,079

管理活動財産 305,055

什器備品合計 151,930,134

一括償却資産 健診機器、PC等 公益目的保有財産 15,551,208

一括償却資産合計 15,551,208

リース資産 健診車12台、渉外車2台 公益目的保有財産 385,192,073

健診機器 公益目的保有財産 39,928,896

リース資産合計 425,120,969

土地 福岡市南区那の川1丁目　3138.17㎡ 公益目的保有財産 788,460,900

（労衛研センター、管理棟、センター西館、駐車場） 管理活動財産 29,444,598

福岡市南区那の川1丁目　466㎡ 公益目的保有財産 155,591,683

（センター東館） 管理活動財産 5,810,478

福岡市南区清水1丁目 1037.95㎡ 公益目的保有財産 186,289,850

（清水倉庫） 管理活動財産 6,956,882

土地合計 1,172,554,391

ソフトウェア マイクロソフトオフィス、健診関連ソフトウェア等48件 公益目的保有財産 36,151,370

会計ソフト、人事・給与システム等 管理活動財産 9,776,660

ソフトウェア合計 45,928,030

建設仮勘定 基幹システム入替 公益目的保有財産 220,291,300

建設仮勘定合計 220,291,300

敷金 天神健診センター等25件 公益目的保有財産 42,706,200

敷金合計 42,706,200

長期前払費用 令和3年度火災保険・保守料等 公益目的保有財産 1,123,057

令和4年度以降保険料 公益目的保有財産 2,527,951

長期前払費用合計 3,651,008

長期貸付金 奨学金 公益目的保有財産 1,588,000

長期貸付金合計 1,588,000

保証金 リース健診車12台他 公益目的保有財産 44,602,095

保証金合計 44,602,095

保険積立金 第一生命保険㈱　積立年金2件 公益目的保有財産 53,200,000

保険積立金合計 53,200,000

出資金 福岡市医師会協力金他 公益目的保有財産 1,200,000

一般社団法人全国健康増進協議会 公益目的保有財産 350,000

出資金合計 1,550,000

破産更生債権等 破産更生債権1件 公益目的保有財産 16,734

破産更生債権等合計 16,734

その他固定資産合計 2,837,987,157

3,762,446,566

5,308,433,985

　固定資産合計

　　資産合計



公益財団法人 福岡労働衛生研究所 （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

財　産　目　録
令和2年3月31日現在

貸借対照表科目

（流動負債） 未払金 人件費 130,668,448

固定資産購入代金（建設仮勘定含む） 57,427,777

検査委託費 26,376,451

健診作業委託料 7,777,010

健診用材料 5,210,967

その他健診関連費及び諸費用未払金 60,764,765

未払金合計 288,225,418

預り金 住民税 4,844,800

社会保険料 14,364,854

その他（過剰入金1件） 7

預り金合計 19,209,661

賞与引当金 従業員に対するもの 従業員に対する賞与の支払いに備えたもの 66,900,000

未払消費税等 福岡税務署 当年度消費税額のうち、期末未払額 44,760,600

リース債務 健診車、健診機器等 54,136,510

473,232,189

（固定負債） 退職給付引当金 従業員に対するもの 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの 218,372,841

役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの 26,667,540

長期リース債務 健診車、健診機器等 75,723,578

320,763,959

793,996,148

4,514,437,837

　流動負債合計

　固定負債合計

　　負債合計

　　正味財産


