
（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 4,510,590

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 7,332,954

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 18,128,192

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 5,692,612

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 4,672,573

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 1,162,847

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 3,610,547

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 2,647,485

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 2,032,842

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 47,078

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 627,677

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 6,125,556

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 1,696,915

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 2,393,378

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 6,680,619

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 1,694,668

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 1,634,715

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 3,390,500

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 1,159,251

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 700,666

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 494,482

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 435,848

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 85,118

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 1,154,026

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 2,021,219

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 1,603,417

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 68,131

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 1,649,908

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 1,941,039

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 272,058

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 556,244

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 1,691,109

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 4,099,278

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 446,946

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 688,996

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 296,674

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 179,447

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 4,218,317

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 481,532

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 693,288

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 1,753,503

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 678,682

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 882

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 105,073

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 282,324

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 46,205

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 1,555,734

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 2,794,335

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 107,773

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 361,351

財産目録
平成30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 523,624

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 11,620,291

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 1,688,416

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 93,743

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 22,152

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） 155,318,123

未収金 （シルバー口） 有料職業紹介手数料に係る未収金 90,775

仮払金 （派遣事業口） H29消費税中間納付分 1,692,192

立替金 （シルバー口） H29概算労働保険料剰余金 57,460

立替金 （派遣事業各事務所口） H29労働保険料（各事務所） 53,837

立替金 （派遣事業各事務所口） H29年末調整還付金立替え（各事務所） 1,860

立替金 （派遣事業口） H29年末調整還付金立替え 67,994

立替金 （法人会計口） H30役員賠償責任保険料役員負担分立替 5,010

前払金 （シルバー口） H30中央労災防止協会定期刊行物購読料 11,112

前払金 （シルバー口） H30職員労災総合保険料（2名分） 5,924

前払金 （派遣事業口） H30派遣事業損害賠償責任保険料 1,353,040

前払金 （派遣事業口） H30職員労災総合保険料（1名分） 2,962

前払金 （派遣事業口） H30派遣定例会議等会場使用料 290,160

前払金 （法人会計口） H30個人情報漏えい保険料 28,500

前払金 （法人会計口） H30役員賠償責任保険料（連合会負担分） 44,990

前払金 （法人会計口） H30法人役職員傷害保険料 2,800

前払金 （法人会計口） H30職員労災総合保険料（2名分） 5,924

前払金 （法人会計口） 事務用複合機再リース料 4,989

前払金 （法人会計口） H30定時総会会場使用料 118,600

279,809,082

（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 9,474,510

定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行
愛知県庁出張所

シルバー会員拡大実施事業実施のための積立資産
として管理している預金

6,000,000

15,474,510

295,283,592

未払金 （シルバー口） 事業に係る未払分費用 693,538

未払金 （育成事業口） 事業に係る未払分費用（返還額含む） 6,957,250

未払金 （派遣事業口） 事業に係る未払分費用（本部） 2,748,746

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） 232,782,871

未払金 （法人会計口） 法人管理運営に係る未払分費用 84,830

預り金 （シルバー口） 職員社会保険料（29年度3月分） 130,923

預り金 （育成事業口） 職員社会保険料（29年度3月分） 80,834

預り金 （派遣事業口） 職員社会保険料（本部）（29年度3月分） 116,236

預り金 （派遣事業各事務所口） 会員所得税源泉徴収分（各事務所） 39,048

仮受金 （派遣事業口） 派遣事業における超過入金 2,263

243,636,539

退職給付引当金 9,474,510

9,474,510

253,111,049

42,172,543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

負債合計

　特定資産　シルバー会員拡大
　　　　　対策実施事業積立資産


