
場所・物量等

（流動資産）

 現金  手元保管 0

 預金  普通預金　八十二銀行県庁内支店 (105-602) 運転資金として 26,909,860

 普通預金　八十二銀行県庁内支店 (67-236) 運転資金として 7,178,866

 普通預金　八十二銀行県庁内支店 (651-403) 運転資金として 44,799,447

 普通預金　長野県信用組合本店 運転資金として 1,364,560

 普通預金　八十二銀行小諸支店 運転資金として 6,806,701

 普通預金　八十二銀行伊那北支店 運転資金として 6,839,082

 普通預金　八十二銀行飯田駅前支店 運転資金として 7,341,023

 普通預金　飯田信用金庫松尾支店 運転資金として 1,717,942

 普通預金　八十二銀行上松支店 運転資金として 6,394,328

 普通預金　八十二銀行西松本支店 運転資金として 8,965,459

 普通預金　八十二銀行本店 運転資金として 9,900,145

 普通預金　長野信用金庫石堂支店 運転資金として 2,861,282

 定期預金　八十二銀行県庁内支店 運転資金として 4,000,000

 定期預金　八十二銀行県庁内支店 運転資金として 5,000,000

 郵便振替口座　県庁内郵便局 運転資金として 1,236,234

 未収金  業務受託料等234件、試験手数料461件 事業収益等の未収分 541,196,420

 たな卸資産  供試体確認版　ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮試験用ｼｰﾙ11,785枚 公益目的事業の用に供している 1,060,650

 前払費用  管理組合経費他 公益目的事業等の用に供している 8,578,035

692,150,034

（固定資産）

基本財産  基本財産  有価証券 期限前償還条項付固定利付債 運用益を管理運営の財源として使用している 100,000,000

 有価証券 期限前償還条項付固定利付債 運用益を管理運営の財源として使用している 150,000,000

（基本財産合計） (250,000,000)

特定資産  退職給付引当資産  有価証券 期限前償還条項付固定利付債他2 運用益を管理運営の財源として使用している 339,488,142

 研修基金積立資産  有価証券 実績連動利付社債他4 運用益を公益目的事業の財源として使用している 600,000,000

 通常財産資産  普通預金 八十二銀行県庁内支店 (105-602) 運用益を管理運営の財源として使用している 1,000,000

 建設材料試験機器等整備資金  定期預金　八十二銀行県庁内支店 建設材料試験機器等整備資金として 80,000,000

（特定資産合計） (1,020,488,142)

その他の  土地  土木センター(868.22㎡共同所有) （共有財産） 43,336,000

固定資産  　うち公益目的保有財産 52.0% 22,534,720

　 うち収益事業の用に供する財産 47.0% 20,367,920

 　うち管理運営の用に供する財産 1.0% 433,360

 重機ステーション(3,765.39㎡) （共有財産） 26,914,596

 　うち公益目的保有財産 52.0% 13,995,590

 　うち収益事業の用に供する財産 47.0% 12,649,860

　 うち管理運営の用に供する財産 1.0% 269,146

 土木センター北側土地(197.70㎡) （共有財産） 15,483,925

 　うち公益目的保有財産 52.0% 8,051,641

 　うち収益事業の用に供する財産 47.0% 7,277,445

 　うち管理運営の用に供する財産 1.0% 154,839

 建物  土木センター(延床面積3,177.04㎡共同所有) （共有財産） 77,737,714

 　うち公益目的保有財産 52.0% 40,423,609

 　うち収益事業の用に供する財産 47.0% 36,536,727

 　うち管理運営の用に供する財産 1.0% 777,378

財   産   目   録
令和4年3月31日現在

使用目的等

（ 単位:円 )　

金　　　　額貸借対照表科目

流動資産合計



場所・物量等 使用目的等

（ 単位:円 )　

金　　　　額貸借対照表科目

 重機ステーション(プレハブ331.24㎡) （共有財産） 3

 　うち公益目的保有財産 52.0% 2

 　うち収益事業の用に供する財産 47.0% 1

 　うち管理運営の用に供する財産 1.0% 0

 東信試験所(153.3㎡) 公益目的保有財産 3,007,040

 建物附属設備  土木センター設備(共有分）他 （共有財産） 18,142,112

 　うち公益目的保有財産 41.0% 7,438,266

 　うち収益事業の用に供する財産 58.0% 10,522,425

 　うち管理運営の用に供する財産 1.0% 181,421

 東信試験所 公益目的保有財産 299,286

 構築物  北側駐車場、重機ステーション門、塀等 （共有財産） 305,605

 　うち公益目的保有財産 33.5% 102,377

 　うち収益事業の用に供する財産 66.5% 203,228

 什器備品  テレビ、机、椅子等87 （共有財産） 6,599,157

　 うち公益目的保有財産 36.0% 2,375,695

 　うち収益事業の用に供する財産 63.0% 4,157,469

 　うち管理運営の用に供する財産 1.0% 65,993

 研修用タブレット等2 公益目的保有財産 2,374,823

 試験所試験機等27 公益目的保有財産 3,201,254

 リース資産  パソコン等 （共有財産） 12,731,180

 　うち公益目的保有財産 32.0% 4,073,977

 　うち収益事業の用に供する財産 63.0% 8,020,644

 　うち管理運営の用に供する財産 5.0% 636,559

 試験所複合機他 公益目的保有財産 2,315,350

 電話加入権  5回線 公益目的保有財産 334,000

 敷金  職員宿舎2件 管理運営の用に供する財産 134,000

 職員貸付金  住宅貸付金等 2件　 管理運営の用に供する財産 3,173,806

 預託金  小諸高原ゴルフコース預託金 管理運営の用に供する財産 100,000

 出資金  飯田試験所預金口座開設に伴う出資金 公益目的保有財産 5,000

 長期立替金  水道系積算システム開発費用 公益目的事業の用に供する財産 527,946

 長期前払費用  歩道自営工事（繰延資産） 管理運営の用に供する財産 82,550

（その他固定資産合計） (216,805,347)

1,487,293,489

　うち公益目的保有財産 791,060,576

　うち収益事業の用に供する財産 99,735,719

　うち管理運営の用に供する財産 596,497,194

2,179,443,523

（流動負債）

 未払金  消耗品購入代等96件、試験所使用料等68件 公益目的事業等に供する消耗品等の未払い分 133,362,747

 預り金 3月分給料控除の所得税、住民税等　 3,254,322

 未払消費税等 消費税未払い分 14,435,000

 未払法人税等 法人市民税等未払い分 331,000

 賞与引当金 職員の賞与の支払いに備えたもの 22,623,599

 一年以内リース債務 公益目的事業等に供する物品のリース債務 5,058,402

179,065,070

（固定負債）

 退職給付引当金 職員の退職金の支払いに備えたもの 339,488,142

 リース債務 公益目的事業等に供する物品のリース債務 10,012,768

349,500,910

528,565,980

1,650,877,543
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