
公益財団法人 福岡労働衛生研究所 （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金 手元保管(管理棟） 運転資金として 954,852

手元保管(労衛研健診センター） 110,000

手元保管(延岡健診センター） 295,158

手元保管(天神健診センター） 152,491

手元保管(宇部センター） 52,532

現金合計 1,565,033

普通預金 運転資金として

　福岡銀行天神町支店 378,466,547

　西日本シティ銀行大名支店 507,292,221

　宮崎銀行福岡支店 17,167

　宮崎銀行恒富支店 20,194,072

　山口銀行宇部支店 4,066,159

普通預金合計 910,036,166

郵便貯金 運転資金として

　ゆうちょ銀行 16,518,047

郵便貯金合計 16,518,047

未収金 事業収益 881,309,993

九州カード㈱ 3,404,048

その他 1,682,772

未収金合計 886,396,813

未収利息 定期預金8口座に対する期末時点の経過利息 89,897

未収利息合計 89,897

前払金 令和4年度駐車場及び家賃賃料前払額 6,617,170

福岡商工会議所/特退共掛金 2,056,650

㈱スカイアイランド他/令和4年度健診会場賃料前払額 1,220,841

その他 2,214,479

前払金合計 12,109,140

前払費用 リコージャパン㈱他/事務機器・ソフトウェア及び健診機器保守点検料 5,658,606

三井住友海上火災保険㈱他/自動車保険・火災保険等保険料 4,224,946

日本総合健診医学会他/会費 73,335

その他 923,429

前払費用合計 10,880,316

貯蔵品 巡回健診部 健診材料等在庫 5,425,719

労衛研健診センター 健診材料及び医薬品等在庫 3,772,839

健康増進部 指導用消耗品等在庫 142,862

環境測定部 測定材料等在庫 393,429

延岡健診センター 健診材料及びその他消耗品等在庫 1,875,869

天神健診センター 健診材料及びその他消耗品等在庫 1,365,951

情報部 印刷物等在庫 2,357,599

診療技術 健診材料及びその他消耗品等在庫 1,070

渉外部 印刷物等在庫 540,400

業務部 印刷物等在庫 6,292,517

宇部センター 健診材料及びその他消耗品等在庫 853,837

総務部 事業年報及び機関誌等在庫 760,475

全社共通 制服等在庫 961,743

貯蔵品合計 24,744,310

その他流動資産 917,270

貸倒引当金 未収金残高及び貸付金に対して設定した貸倒見積額 △ 898,204

貸倒引当金合計 △ 898,204

1,862,358,788

財　産　目　録
令和4年3月31日現在

貸借対照表科目

　流動資産合計



公益財団法人 福岡労働衛生研究所 （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

財　産　目　録
令和4年3月31日現在

貸借対照表科目

（固定資産）

基本財産 預金 定期預金 定款に定める基本財産であり、公益目的保有財産とし

　西日本シティ銀行大名支店 て運用益を公益目的事業の財源に使用している 100,000,000

基本財産合計 100,000,000

特定資産 減価償却引当資産 定期預金 将来における減価償却資産の取替更新に備えるため

　西日本シティ銀行大名支店 公益目的保有財産 470,000,000

　宮崎銀行福岡支店・恒富支店 管理活動財産 50,000,000

減価償却引当資産合計 520,000,000

退職給付引当資産 普通預金 従業員に対する退職金の支給に備えるため

　福岡銀行天神町支店 31,060,850

退職給付引当資産合計 31,060,850

車両運搬具 健診車4台 公益目的保有財産 131,222,511

車両運搬具合計 131,222,511

特定資産合計 682,283,361

その他固定資産 建物 健診センター、天神健診センター、延岡健診センター他 公益目的保有財産 342,648,255

管理活動財産 4,628,870

建物合計 347,277,125

建物附属設備 天神健診センター内装工事、空調設備・電気設備等 公益目的保有財産 217,492,623

管理活動財産 2,421,597

建物附属設備合計 219,914,220

構築物 サイン工事・駐車場地盤整備等13件 公益目的保有財産 4,969,958

管理活動財産 64,564

構築物合計 5,034,522

車両運搬具 健診車 公益目的保有財産 503,572

車両運搬具合計 503,572

什器備品 健診機器、PC等 公益目的保有財産 117,571,002

金庫、セキュリティ装置他 管理活動財産 217,039

什器備品合計 117,788,041

一括償却資産 健診機器、PC等 公益目的保有財産 5,530,157

間仕切り工事他 管理活動財産 319,643

一括償却資産合計 5,849,800

リース資産 健診車等21台 公益目的保有財産 497,839,233

健診機器4台 公益目的保有財産 11,274,282

リース資産合計 509,113,515

土地 福岡市南区那の川1丁目　3138.17㎡ 公益目的保有財産 788,460,900

（労衛研センター、管理棟、センター西館、駐車場） 管理活動財産 29,444,598

福岡市南区那の川1丁目　466㎡ 公益目的保有財産 155,591,683

（センター東館） 管理活動財産 5,810,478

福岡市南区清水1丁目 1037.95㎡ 公益目的保有財産 186,289,850

（清水倉庫） 管理活動財産 6,956,882

土地合計 1,172,554,391

ソフトウェア マイクロソフトオフィス、健診関連ソフトウェア等51件 公益目的保有財産 348,594,285

会計ソフト、人事・給与システム等 管理活動財産 23,693,085

ソフトウェア合計 372,287,370

敷金 天神健診センター等19件 公益目的保有財産 42,615,200

敷金合計 42,615,200

長期前払費用 令和5年度以降火災保険・保守料等 公益目的保有財産 4,995,782

長期前払費用合計 4,995,782

長期貸付金 奨学金 公益目的保有財産 4,496,000

長期貸付金合計 4,496,000

保証金 リース健診車16台他 公益目的保有財産 71,278,785

保証金合計 71,278,785

保険積立金 第一生命保険㈱　積立年金2件 公益目的保有財産 89,800,000

保険積立金合計 89,800,000

出資金 福岡市医師会協力金他 公益目的保有財産 1,210,000

一般社団法人全国健康増進協議会 公益目的保有財産 350,000

出資金合計 1,560,000

その他固定資産合計 2,965,068,323

3,747,351,684

5,609,710,472

　固定資産合計

　　資産合計



公益財団法人 福岡労働衛生研究所 （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

財　産　目　録
令和4年3月31日現在

貸借対照表科目

（流動負債） 未払金 人件費 103,905,330

固定資産購入代金 9,947,124

検査委託費 29,361,197

健診作業委託料 15,075,903

健診用材料 4,120,517

その他健診関連費及び諸費用未払金 76,340,179

未払金合計 238,750,250

預り金 住民税 5,409,700

社会保険料 15,569,931

その他（過剰入金） 4,600

預り金合計 20,984,231

賞与引当金 従業員に対するもの 従業員に対する賞与の支払いに備えたもの 78,600,000

未払消費税等 福岡税務署 当年度消費税額のうち、期末未払額 85,140,000

リース債務 健診車及び健診機 103,858,362

527,332,843

（固定負債） 退職給付引当金 従業員に対するもの 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの 220,351,441

役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの 12,872,000

長期リース債務 健診車、健診機器等 41,093,454

274,316,895

801,649,738

4,808,060,734

　流動負債合計

　固定負債合計

　　負債合計

　　正味財産


