
（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 601,370

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 7,760,247

普通預金 （育成事業口）

三菱東京ＵＦＪ銀行

愛知県庁出張所

高齢者活躍人材育成事業 8,993,300

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 21,726,018

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 6,196,037

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 4,855,624

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 777,648

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 3,363,463

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 4,256,097

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 1,314,398

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 6,972

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 956,608

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 5,183,341

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 2,728,872

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 1,705,205

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 6,476,538

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 2,570,029

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 909,190

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 2,365,012

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 729,637

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 1,126,980

普通預金 （田原市事務所口）

蒲郡信用金庫

田原支店

シルバー派遣事業 517,570

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 789,172

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 112,729

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 1,122,536

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 2,133,449

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 2,368,244

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 229,693

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 939,718

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 3,706,704

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 721,090

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 649,594

普通預金 （碧南市事務所口）

碧海信用金庫

碧南支店

シルバー派遣事業 624,485

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 2,522,018

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 673,715

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 604,938

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 580,731

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 235,423

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 5,331,679

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 338,016

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 28,197

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 1,752,241

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 888,456

普通預金 （阿久比町事務所口）

あいち知多農業協同組合

阿久比店

シルバー派遣事業 143,781

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 359,083

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 5,242

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 129,495

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 1,206,961

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 1,722,086

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 286,866

普通預金 （蟹江町事務所口）

あいち海部農業協同組合

蟹江支店

シルバー派遣事業 117,290

財産目録

平成29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 （南知多町事務所口）

あいち知多農業協同組合

南知多支店

シルバー派遣事業 521,994

普通預金 （豊田市事務所口）

豊田信用金庫

本店

シルバー派遣事業 6,087,281

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 1,011,135

普通預金 （尾張旭市事務所口）

あいち尾東農業協同組合

尾張旭支店

シルバー派遣事業 102,876

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 3,806,923

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） 129,848,115

未収金 （シルバー口） 有料職業紹介手数料に係る未収金 42,642

未収金 （育成事業口） 技能講習責任損害賠償保険料精算による返戻金 7,210

未収金 （育成事業口） 職員の通勤手当控除分 1,140

未収金 （国委託口） 技能講習責任団体損害保険料精算による返戻金 32,445

未収金 （国委託口） H28雇用保険料預り金不足分 171

未収金 （法人会計口） H28納税証明書発行手数料の還付 200

立替金 （シルバー口） H28労働保険料概算払剰余金 26,706

立替金 （派遣事業各事務所口） H28労働保険料（各事務所） 622,107

立替金 （派遣事業口） H28年末調整還付金立替え 64,892

立替金 （育成事業口） H28年末調整還付金立替え 1,010

立替金 （法人会計口） H29役員賠償責任保険料役員負担分立替 5,120

前払金 （シルバー口） 中央労災防止協会定期刊行物29年度購読料 11,112

前払金 （シルバー口） H29職員労災総合保険料（2名分） 5,924

前払金 （派遣事業口） H29派遣事業損害賠償責任保険料 1,106,210

前払金 （派遣事業口） H29職員労災総合保険料（1名分） 2,962

前払金 （法人会計口） H29個人情報漏えい保険料 30,000

前払金 （法人会計口） H29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） H29法人役職員傷害保険料 3,000

前払金 （法人会計口） H29職員労災総合保険料（2名分） 5,924

前払金 （法人会計口） H29定時総会会場使用料 102,900

258,938,667

（固定資産）

定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

愛知県庁出張所

職員への退職金支払いのための積立資産として管

理している預金

8,647,972

8,647,972

267,586,639

未払金 （シルバー口） 事業に係る未払分費用（国及び県補助金返還分含む） 793,083

未払金 （国委託口） 事業に係る未払分費用（返還額含む） 7,499,009

未払金 （育成事業口） 事業に係る未払分費用（返還額含む） 8,651,037

未払金 （派遣事業口） 事業に係る未払分費用（本部） 5,252,072

未払金 （法人会計口） 法人管理運営に係る未払分費用 149,664

未払金 （派遣事業各事務所口） 事業に係る未払分費用（各事務所） 198,491,249

預り金 （シルバー口） 社会保険料 126,323

預り金 （国委託口） 社会保険料 63,476

預り金 （育成事業口） 社会保険料 46,517

預り金 （派遣事業口） 社会保険料（本部） 113,156

預り金 （派遣事業各事務所口） 会員所得税等（各事務所） 30,789

仮受金 （派遣事業口） シルバー派遣事業運営資金ほか 910,895

222,127,270

退職給付引当金 8,647,972

8,647,972

230,775,242

36,811,397

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

職員が退職した場合、連合会規程に基づき手

当を支給するための引当金

　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


