
（単位：円）

使用目的等 金額

（流動資産） 現金 0

預金 普通預金 （シルバー口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

愛知県庁出張所

シルバー人材センター事業 4,326,555

普通預金 （国委託口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

愛知県庁出張所

シニアワークプログラム地域事業 12,930,435

普通預金 （派遣事業口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

愛知県庁出張所　他

シルバー派遣事業 5,067,781

普通預金 （常滑市事務所口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

常滑支店

シルバー派遣事業 4,491,629

普通預金 （春日井市事務所口）

大垣共立銀行

春日井支店

シルバー派遣事業 7,859,918

普通預金 （岡崎市事務所口）

岡崎信用金庫

本店営業部

シルバー派遣事業 533,537

普通預金 （東浦町事務所口）

あいち知多農業協同組合

東浦支店

シルバー派遣事業 2,291,777

普通預金 （豊橋市事務所口）

豊橋信用金庫

藤沢支店

シルバー派遣事業 3,180,789

普通預金 （大口町事務所口）

愛知北農業協同組合

大口支店

シルバー派遣事業 2,269,492

普通預金 （東栄町事務所口）

豊川信用金庫

東栄支店

シルバー派遣事業 1,372

普通預金 （高浜市事務所口）

碧海信用金庫

高浜中央支店

シルバー派遣事業 803,282

普通預金 （刈谷市事務所口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

刈谷支店

シルバー派遣事業 177,682

普通預金 （名古屋市事務所口）

中京銀行

今池支店

シルバー派遣事業 465,754

普通預金 （大府市事務所口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

大府支店

シルバー派遣事業 1,342,270

普通預金 （安城市事務所口）

碧海信用金庫

本店営業部

シルバー派遣事業 1,229,224

普通預金 （新城市事務所口）

愛知東農業協同組合

本店

シルバー派遣事業 709,507

普通預金 （武豊町事務所口）

あいち知多農業協同組合

武豊支店

シルバー派遣事業 1,193,096

普通預金 （小牧市事務所口）

尾張中央農業協同組合

小牧支店

シルバー派遣事業 2,354,223

普通預金 （日進市事務所口）

あいち尾東農業協同組合

日進支店

シルバー派遣事業 215,523

普通預金 （あま市事務所口）

岐阜信用金庫

美和支店

シルバー派遣事業 1,845,713

普通預金 （知多市事務所口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

知多支店

シルバー派遣事業 752,711

普通預金 （知立市事務所口）

碧海信用金庫

知立支店

シルバー派遣事業 154,454

普通預金 （扶桑町事務所口）

愛知北農業協同組合

柏森支店

シルバー派遣事業 2,441,050

普通預金 （蒲郡市事務所口）

蒲郡信用金庫

本店営業部

シルバー派遣事業 3,681,564

普通預金 （瀬戸市事務所口）

瀬戸信用金庫

瀬戸東支店

シルバー派遣事業 2,248,148

普通預金 （美浜町事務所口）

あいち知多農業協同組合

美浜支店

シルバー派遣事業 10,834

普通預金 （半田市事務所口）

知多信用金庫

本店営業部

シルバー派遣事業 266,526

普通預金 （西尾市事務所口）

西尾信用金庫

本店営業部

シルバー派遣事業 2,790,734

普通預金 （豊明市事務所口）

あいち尾東農業協同組合

豊明支店

シルバー派遣事業 1,134,597

普通預金 （稲沢市事務所口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

稲沢支店

シルバー派遣事業 306,452

普通預金 （幸田町事務所口）

あいち三河農業協同組合

幸田支店

シルバー派遣事業 83,875

普通預金 （みよし市事務所口）

あいち豊田農業協同組合

三好支店

シルバー派遣事業 1,178,275

普通預金 （東郷町事務所口）

豊田信用金庫

東郷支店

シルバー派遣事業 353,624

普通預金 （愛西市事務所口）

あいち海部農業協同組合

佐屋支店

シルバー派遣事業 89,744

普通預金 （弥富市事務所口）

あいち海部農業協同組合

弥富支店

シルバー派遣事業 1,552,120

普通預金 （豊川市事務所口）

豊川信用金庫

諏訪支店

シルバー派遣事業 5,275,084

普通預金 （長久手市事務所口）

あいち尾東農業協同組合

長久手支店

シルバー派遣事業 267,962

普通預金 （一宮市事務所口）

三菱東京UFJ銀行

一宮支店

シルバー派遣事業 72,182

普通預金 （東海市事務所口）

三菱東京UFJ銀行

東海支店

シルバー派遣事業 1,608,987

普通預金 （北名古屋市事務所口）

西春日井農業協同組合

本店

シルバー派遣事業 1,699,385

普通預金 （犬山市事務所口）

名古屋銀行

犬山支店

シルバー派遣事業 381,350

普通預金 （岩倉市事務所口）

いちい信用金庫

岩倉支店

シルバー派遣事業 37,717

普通預金 （大治町事務所口）

海部東農業協同組合

大治支店

シルバー派遣事業 36,977

普通預金 （津島市事務所口）

三菱東京UFJ銀行

津島支店

シルバー派遣事業 1,923,103

普通預金 （江南市事務所口）

いちい信用金庫

江南支店

シルバー派遣事業 2,607,026

普通預金 （豊山町事務所口）

尾張中央農業協同組合

豊場支店

シルバー派遣事業 1,548,871

普通預金 （清須市事務所口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

尾張新川支店

シルバー派遣事業 870,898

財産目録

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等



（単位：円）

使用目的等 金額貸借対照表科目 場所・物量等

普通預金 （法人会計口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

愛知県庁出張所

法人管理運営 1,254,351

未収金 （派遣事業各事務所口） 労働者派遣に係る未収金（各事務所） 63,073,302

未収金 （シルバー口） 有料職業紹介手数料に係る未収金 16,481

未収金 （国委託口） ３月分給料手当のうち控除分に係る未収金 190

仮払金 （派遣事業口） H26消費税中間納付等（本部） 8,037,741

立替金 （シルバー口） 年末調整還付金立替 42,008

立替金 （派遣事業各事務所口） H26労働保険料（各事務所） 229,573

立替金 （法人会計口） 役員賠償責任保険料役員負担分立替 5,120

立替金 （国委託口） 社会保険料預り金不足分立替 13,834

前払金 （シルバー口） H27労災総合保険料 5,924

前払金 （派遣事業口） H27労災総合保険料（本部） 2,962

前払金 （派遣事業口） H27派遣事業に係る損害賠償責任保険料（本部） 662,660

前払金 （法人会計口） H27定時総会・第２回理事会会場使用料 118,600

前払金 （法人会計口） H27役員賠償責任保険料（連合会負担分） 44,880

前払金 （法人会計口） H27個人情報漏えい保険料 30,000

前払金 （法人会計口） H27法人役職員傷害保険料 3,000

前払金 （法人会計口） H27労災総合保険料 5,924

160,210,359

（固定資産）

定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

愛知県庁出張所

法人管理運営 6,272,792

6,272,792

166,483,151

未払金 （シルバー口） 事業に係る未払い分費用 509,337

未払金 （国委託口） 事業に係る未払い分費用(国への返還額を含む） 12,459,247

未払金 （派遣事業口） 事業に係る未払い分費用（本部） 609,876

未払金 （法人会計口） 法人管理運営に係る未払い分費用 119,705

未払金 （派遣事業各事務所口） 事業に係る未払い分費用（各事務所） 110,154,168

預り金 （シルバー口） 社会保険料 123,262

預り金 （国委託口） 社会保険料 137,709

預り金 （派遣事業口） 社会保険料（本部） 72,650

預り金 （派遣事業各事務所口） 会員所得税等（各事務所） 9,900

仮受金 （派遣事業口） シルバー派遣事業運営資金ほか 400,078

124,595,932

退職給付引当金 （法人会計口） 職員に対する退職金支払に備えたもの 6,272,792

6,272,792

130,868,724

35,614,427

負債合計

正味財産

流動資産合計

固定資産合計

資産合計

流動負債合計

　特定資産　退職給付引当資産

（流動負債）

（固定負債）

固定負債合計


