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財　　産　　目　　録
（令和４年３月31日現在）

（単位：円）
1.　基本財産及び特定資産の明細

　財務諸表に対する注記の2.　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のため省略し
ている。

2.　引当金の明細

　　(単位:円)

附 属 明 細 書
(令和4年 3月31日現在)

科目 前期末残高 当期増加額
当期減少額

当期末残高
目的使用 その他

退職給付引当金 23,169,875 3,354,166 8,091,400       -                18,432,641

賞与引当金 3,670,000 3,890,000 3,670,000       -                3,890,000

（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

(流動資産）

現金 手許在高 運転資金 144,198

預金 八十二銀行　本店営業部 運転資金 59,755,316

八十二銀行　南長池支店 運転資金 1,987,588

長野信用金庫　東長野支店 運転資金 110,793

ゆうちょ銀行 運転資金 4,420,455

商工組合中央金庫 運転資金 17,346,674 83,620,826

未収入金 未収会費他 会費の未収入金等 7,098,125

貯蔵品 長野県トラック会館 切手他 156,933

その他流動資産 車両リサイクル預託金 7,150

流動資産合計 91,027,232

(固定資産）

基本財産

土地 塩尻講習所敷地　 公益目的事業で使用 23,553,150

（616.5㎡） （公益目的保有財産）

長野県トラック会館 共用資産　 244,114,914

（3151.95㎡） (うち公益目的保有財産　50％）

塩尻休憩所　　　 公益目的事業で使用 67,293,080

（1,934.4㎡） （公益目的保有財産）

下伊那トラック研修会館 共用資産　 51,416,000

（2227.00㎡） (うち公益目的保有財産　70％）

佐久トラック研修会館 共用資産　 66,000,000

（3635.66㎡） (うち公益目的保有財産　70％）

上小トラック研修会館 共用資産　 134,915,999

（5536.09㎡） (うち公益目的保有財産　85％）

諏訪トラック研修会館 共用資産　 129,348,966

（1207.38㎡） (うち公益目的保有財産　60％）

基本財産合計 716,642,109

特定資産

退職給付引当預金 八十二銀行　本店営業部 役職員の退職に備えるため 11,067,990

長野信用金庫　東長野支店 役職員の退職に備えるため 7,364,651 18,432,641

建物修繕引当預金 八十二銀行　本店営業部 建物の修繕に備えるため 39,130,286

車両購入引当預金 八十二銀行　本店営業部 車両の購入に備えるため 1,799,254

施設整備積立預金 長野信用金庫　東長野支店 施設の整備に備えるため 52,241,507

施設整備基金
長野県信用組合
高田支店　普通預金

トラック会館・研修会館等の改修・修
繕に備えた基金

7,702,917

長野県信用組合
高田支店　定期預金

トラック会館・研修会館等の改修・修
繕に備えた基金

12,919,528 20,622,445

近代化基金
商工組合中央金庫
長野支店　商工債

会員の経営近代化のための事業資
金の融資に対する借入利息の一部
を助成するため（公益目的保有財
産）

440,000,000

商工組合中央金庫
長野支店　定期預金

会員の経営近代化のための事業資
金の融資に対する借入利息の一部
を助成するため（公益目的保有財
産）

3,821,115 443,821,115

近代化基金運用資金
商工組合中央金庫
長野支店　定期預金

助成金支払に不足をきたしたとき
に備えるため

70,000,000

財　　産　　目　　録
令和４年３月３１日現在
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

緊急・救援輸送対策基金
長野県信用組合
高田支店　定期預金

緊急災害等に備えた救援輸送を行
うための資金に備えた基金

10,180,492

災害時備蓄軽油 県内会員の事業所
災害の緊急物資輸送車両のために備
えた軽油（公益目的保有財産） 5,397,595

ブロック長会議費
用準備資金

八十二銀行
南長池支店　定期預金

青年部会においてブロック長となっ
た際の費用に備えるため

800,082

建物 長野県トラック会館
空調設備
(うち公益目的保有財産　50％）

6,710,690

長野県トラック会館
非常用電源装置
（公益目的保有財産）

8,807,401

諏訪トラック研修会館
空調設備
(うち公益目的保有財産　60％）

1,997,453 17,515,544

特定資産合計 679,940,961

建物 塩尻講習所・休憩所 公益目的事業で使用 18,150,954

（521.46㎡） （公益目的保有財産）

上小トラック研修会館 共用資産　 47,097,783

(908.40㎡） (うち公益目的保有財産　85％）

佐久地区フォーク研修上屋 公益目的事業で使用 4,674,049

（公益目的保有財産）

長野県トラック会館 共用資産　 101,422,786

（1753.00㎡） (うち公益目的保有財産　50％）

中信地区研修会館 共用資産　 39,041,189

（355.00㎡） (うち公益目的保有財産　40％）

諏訪トラック研修会館 共用資産　 35,359,504

（451.35㎡） (うち公益目的保有財産　60％）

下伊那トラック研修会館 共用資産　 34,754,777

（412.74㎡） (うち公益目的保有財産　70％）

佐久地区トラック研修会館 共用資産　 21,848,581

（551.2㎡） (うち公益目的保有財産　70％） 302,349,623

構築物 長野県トラック会館 懸垂幕　公益目的事業で使用 1

（公益目的保有財産）

車両 長野県トラック会館 巡回指導車両　公益目的事業で使用 1,311,864

（公益目的保有財産）

長野県トラック会館 軽自動車  管理運営に使用 1,291,359 2,603,223

什器備品 長野県トラック会館 共用資産　 2,525,742

(うち公益目的保有財産　50％）

上小トラック会館 公益目的事業で使用 175,670

（公益目的保有財産）

中信地区研修会館 共用資産 281,202

(うち公益目的保有財産　40％）

諏訪トラック研修会館 共用資産　 64,646

(うち公益目的保有財産　60％）

佐久地区トラック研修会館 公益目的事業で使用 175,672

（公益目的保有財産）

下伊那地区トラック研修会館 公益目的事業で使用 60,978

（公益目的保有財産）

上伊那地区トラック研修会館 公益目的事業で使用 173,837

（公益目的保有財産） 3,457,747

投資有価証券 株式 日本トラック興業㈱ 550,000

出資証券 長野県トラック交通共済 20,000 570,000

308,980,594

固定資産合計 1,705,563,664

資 産 合 計 1,796,590,896

その他固定資産合計

その他
固定資産
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

（流動負債）

未払金 各地区輸送協議会他 管理委託料等 1,518,048

前受金 家賃他 家賃の前受け等 467,773

未払消費税等 令和2年度分消費税等の未払 285,300

未払法人税等 令和２度分法人税等の未払 71,000

賞与引当金
職員に対する夏季賞与予定額
の当期の負担分　共用負債

3,890,000

　　　流動負債合計 6,232,121

（固定負債）

預り保証金 諏訪タクシー事業協同組合 保証金の預り分 170,000

退職給付引当金 役員・職員分
役職員に対する退職金の支払
に備えたもの　共用負債

18,432,641

　　　固定負債合計 18,602,641

　　　負　債　合　計 24,834,762

　　　正　味　財　産 1,771,756,134
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固定負債合計


