
管理業務未収

貸倒引当金

横浜地裁ほか

１年以内回収予定融資金
貸倒引当金 1年以内回収予定融資金に対する貸倒見込額

特定費用準備資金（公益）

備えた資産取得資金（公益）

公益目的保有財産であり､駐車場設置運営

公益目的保有財産であり､駐車場設置運営

  (流動資産)
  現金 手元保管 運転資金として 107,976

財　産　目　録
平成30年 3月31日現在

公益財団法人横浜市建築助成公社 （単位:円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

  預金 当座預金 運転資金として 60,000
      横浜銀行他５行 10,000
  普通預金 運転資金外として 837,511,733
      横浜銀行　本店 823,971,031

      三井住友信託銀行　横浜駅西口支店 165,770
      三井住友銀行　横浜中央支店 7,294,777

      三菱東京UFJ銀行　横浜支店 1,093,138
      みずほ銀行　横浜支店 1,830,627

      新生銀行　本店 235,391
      りそな銀行　横浜支店 829,221

      通常貯金　ゆうちょ銀行 運転資金として 1,601,973

      神奈川県信連　本所 360,246
      横浜信用金庫　本店 129,559

  未収入利息 融資利用者に対する未収利息 公益目的事業融資利息の支払期日未到来分他 173,969,857

  預け金 みなとみらい公共駐車場 公益目的事業つり銭資金として 4,210,000
未収金 14,742

仮払金 公益目的事業における競売申立費用ほか 645,263
  前払費用 PSE3街区管理組合ほか 公益目的事業､収益事業及び管理業務に 6,885,850

  未収入利息に対する貸倒見込額 △ 50,908,939
  未収収益 横浜市総務局ほか 公益目的事業及び収益事業における未収収益 55,021,692

用いている事務所ならびに収益事業施設の
管理費ほか

△ 59,754,561

   流動資産合計 4,298,561,541

  (固定資産)

  貯蔵品 共通の郵便切手等 562,968
1年以内に回収予定の融資金 3,330,234,960

設置運営事業の財源として使用している
    特定資産

    基本財産
  定期預金 三井住友信託銀行　横浜駅西口支店　 旧法人設立に対する出捐金で運用益を建物 5,500,000

  貸倒引当資産 定期預金　譲渡性預金　普通預金 融資金の貸倒償却に基づく借入金の返済に 2,143,108,696
三菱東京UFJ銀行他２行 備えたもの(公益)

  退職給付引当資産 普通預金　横浜銀行　本店 固有職員に対する退職金の支払に備えたもの 51,410,564
(共通)

  設備更新引当資産 譲渡性預金　新生銀行　本店　 関内中央ビル大規模修繕(設備更新費用)の 717,100,000
支出に備えたもの(収益)

  修繕引当資産 譲渡性預金　新生銀行　本店　 関内中央ビル大規模修繕(躯体)費の支出に 244,500,000
備えたもの(収益)

      大桟橋受取保証金 3,826,092
      PSﾋﾞﾙ受取保証金 17,806,620

  預り保証金引当資産 通知預金　横浜銀行　本店 賃貸ビル預り保証金の返還に備えたもの（収益） 21,632,712

  団信準備調整資産 譲渡性預金　新生銀行　本店　 団信保険料等の支払いに備えたもの(公益) 500,000,000
  債権回収管理システム再開発等 譲渡性預金　新生銀行　本店　 債権回収管理システムのOA機器の更新等に 90,200,000

  管理運営積立資産 譲渡性預金　新生銀行　本店　 緊急修繕･法人管理費用等に備えたもの 3,680,000,000
(共通)

横浜銀行　本店
設備更新等積立資産 譲渡性預金　新生銀行　本店　 みなとみらい公共駐車場の設備更新等に 250,000,000

修繕に備えた資産取得資金（公益）
公益目的事業に係る寄附積立金 譲渡性預金　普通預金 事業完了時点で横浜市に寄附するための 4,519,611,177

積立資産 備えた資産取得資金(公益)
  大規模修繕負担金積立資産 譲渡性預金　新生銀行　本店　 みなとみらい公共駐車場の共用部分の大規模 97,000,000

専有延面積47206.08㎡ 事業に使用している(一部補助金により取得)

  建物 5,759,954,492
      みなとみらい公共駐車場 西区みなとみらい1-3-1 公益目的保有財産であり､駐車場設置運営

  建物付属設備 みなとみらい公共駐車場 公益目的保有財産であり､駐車場設置運営 80,878,427
      みなとみらい公共駐車場 事業に使用している(一部補助金により取得)

      みなとみらい公共駐車場 事業に使用している(一部補助金により取得)
  構築物 みなとみらい公共駐車場 786,158

  什器備品 みなとみらい公共駐車場 103,559,705
      みなとみらい公共駐車場 事業に使用している(一部補助金により取得)
  長期前払費用 みなとみらい公共駐車場 公益目的保有財産であり､駐車場設置運営 106,816,432

事業に使用している
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     資産合計

  建物 1,676,103,503
      関内中央ビル 中区真砂町2-22 建物設置運営事業に使用している 362,777,554

    その他固定資産

  専有延面積 5022.18㎡ 設置運営業務の施設として使用し､7階の一部
  を事務所として使用している

  専有延面積14324.64㎡
      ポートサイドビル 神奈川区栄町8-1 3-6階､8-9階､11階､2･7･10階の一部を建物 1,304,217,041

      大桟橋共同ビル 中区海岸通1-1 建物設置運営事業に使用している 9,108,908
  専有延面積 559.70㎡

  10階の一部は公益目的保有財産であり､公益
  目的事業の事務所として使用している

      ポートサイドビル ポートサイドビル 上記建物と同様である 30,028,305
      大桟橋共同ビル 大桟橋共同ビル 上記建物と同様である 4,038,635

  建物付属設備 126,541,990
      関内中央ビル 関内中央ビル 上記建物と同様である 92,475,050

      関内中央ビル 関内中央ビル駐輪防止柵 建物設置運営事業に使用している 1,258,618
  構築物 1,613,071

      湾岸線並木トンネル駐車場 金沢区並木2-14-1外 公益目的保有財産であり､駐車場設置運営 354,452
事業に使用している

      ポートサイドビル ポートサイドビル事業所案内看板 公益目的保有財産であり､融資事業に使用 1
  事業所案内看板 している

      ポートサイドビル ポートサイドビル 公的目的保有財産及び公益目的事業に使用し 37,326,234

  什器備品 38,327,555
      関内中央ビル 関内中央ビルAEDほか 建物設置運営事業に使用している 751,435

      大桟橋共同ビル 大桟橋共同ビルゴミ収納庫 建物設置運営事業に使用している 249,886

  債権回収管理システムサーバー他 必要な収益事業等その他の業務又は活動の用
  サーバー他 に供する財産である(共用)

  面積 901.09㎡
      ポートサイドビル 神奈川区栄町8-1 3-6階､8-9階､11階､2･7･10階の一部を建物 2,714,800,000

  土地 2,954,960,358
      関内中央ビル 中区真砂町2-22 建物設置運営事業に使用している 240,160,358

  100億分の52億3485万3198 7階の一部を事務所として使用している

  面積4248.60㎡のうち 設置運営事業の施設として使用し､10階の
  共有持分100億分の52億3485万3198 一部を公益目的事業の事務所として使用し､

OA機器保守費用ほか 収益事業等その他の業務又は活動の用に供す
る財産である(共用)

  長期前払費用 OA機器保守費用ほか 公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な 16,742,821

  地上権 関内中央ビル 建物設置運営事業に使用している。 144,748,000

ソフトウエア仮勘定 債権回収管理システム 公益目的保有財産である 5,400,000
  ソフトウエア 債権回収管理システムほか 公益目的保有財産である 11,643,661

  地冷基金 PS地区冷暖房供給基金 2,724,095
  投資有価証券 横浜信用金庫出資金 10,000

  関内中央ビル 関内中央ビル空中利用権 建物設置運営事業に使用している
  電話加入権 ポートサイドビルほか 公益目的保有財産ほか 1,523,938

        住宅建築融資金   住宅建築融資金 債権である 4,064,714,100
  融資金 公益目的保有財産であり融資事業が保有する 26,706,804,253

        中古ﾏﾝｼｮﾝ購入融   中古ﾏﾝｼｮﾝ購入融資金 384,937,391
        新築ﾏﾝｼｮﾝ購入融   新築ﾏﾝｼｮﾝ購入融資金 17,078,081,438

        中古戸建住宅購入   中古戸建住宅購入融資金 1,896,170
        建売住宅購入融資   建売住宅購入融資金 4,345,702,835

        ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾘﾌｫｰﾑ融資   ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾘﾌｫｰﾑ融資金 612,420

        宅地防災工事融資   宅地防災工事融資金 270,436,951
        市営住宅転出促進   市営住宅転出促進融資金 121,951,017

        中高層建築物建設   中高層建築物建設融資金 37,823,795
        特別住宅融資金   特別住宅融資金 24,567,171

        単身・少人数向賃   単身・少人数向賃共融資金 184,857,443
        ﾌｧﾐﾘｰ賃共建設融   ﾌｧﾐﾘｰ賃共建設融資金 121,040,320

        賃共駐車場建設融   賃共駐車場建設融資金 2,858,285
        農地転用賃共住宅   農地転用賃共住宅融資金 28,088,364

    駐車場建設融資金   駐車場建設融資金 10,661,629
  貸倒引当金 △ 2,083,354,135

        都市再開発融資金   都市再開発融資金 28,574,924

  短期借入金 H30年度返済予定額 公益目的事業用資産取得のための借入 5,677,534,000

   固定資産合計 47,975,847,473

52,274,409,014

  (流動負債)

        横浜銀行 横浜銀行　本店 584,500,000
        三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行　横浜支店 542,900,000

        新生銀行 新生銀行　本店 3,500,000,000

        シンジケート団 横浜銀行　他３行 600,300,000

        みずほ銀行 みずほ銀行　横浜支店 383,200,000
        三井住友銀行 三井住友銀行　横浜中央支店 29,400,000

  未払金 各会計における費用の未払金 196,193,714
  未払利息 公益目的事業会計における借入金利息の 5,823,020

        市資金 横浜市 ポートサイドビル取得のための借入 37,234,000

      預り金所得税 役職員等 源泉所得税 231,239
      預り金県市民税 役職員等 住民税 451,700

支払期日未到達分
  預り金 15,835,677

  仮受金 融資利用者等 融資事業における一時預り金 3,689,096

      預り金社会保険料 役職員等 2･3月分社会保険料(役職員等負担分) 2,039,438
      預り金駐車場保証金 駐車場利用者 公益目的事業にて使用している 13,113,300

      駐車場利用料等 駐車場定期利用者ほか 翌事業年度の駐車場使用料(公益) 18,581,783

  前受金 55,700,272
      建物賃貸料等 ポートサイドビル賃借人ほか 翌年事業年度の賃貸料等(収益) 2,524,594

  賞与引当金 各会計に従事する職員等の賞与の引当金（共通） 11,501,129
      団信 融資利用者（公益団信加入者） 翌事業年度の団信特約料(公益) 34,593,895

  未払消費税等 H29第12期消費税･特別地方消費税 14,806,300

   流動負債合計 5,981,083,208

- 29 -



     負債合計

     正味財産

  (固定負債)
  長期借入金 公益目的事業用資産取得のための借入 16,882,423,000

        新生銀行 新生銀行　本店 8,000,000,000
        シンジケート団 横浜銀行　他３行 5,539,550,000

        みずほ銀行 みずほ銀行　横浜支店 320,000,000

        三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行　横浜支店 900,000,000
        横浜銀行 横浜銀行　本店 950,000,000

      大桟橋共同ビル保証金 大桟橋共同ビル賃借人 3,826,092

        市資金 横浜市 ポートサイドビル取得のための借入 1,172,873,000
  預り保証金 建物設置運営事業の預り保証金(退去時返却) 21,632,712

  退職給付引当金 各会計に従事する職員の退職給付に備えた 51,410,564
引当金(共通)

      ポートサイドビル保証金 ポートサイドビル賃借人 17,806,620

   固定負債合計 17,220,091,054

23,201,174,262

29,073,234,752

  修繕引当金 関内中央ビル 大規模修繕計画に基づく引当 253,029,282

    PCB廃棄物処理費用引当金
PCB(ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処分費用
の支出に備えた引当金（収益）

11,595,496
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