
手元保管

当座預金

  横浜銀行ほか5行

普通預金
横浜銀行　本店
横浜銀行　元町支店
三菱東京UFJ銀行　横浜支店

みずほ銀行　横浜支店
三井住友信託銀行　横浜駅西口支店

三井住友銀行　横浜支店

三井住友銀行　横浜中央支店

りそな銀行　横浜支店
新生銀行　本店
神奈川県信連　本所
横浜信用金庫　本店

通常貯金　ゆうちょ銀行
MM・山下町公共駐車場

融資利用者に対する未収利息

横浜市総務局ほか

横浜地裁
PSE3街区管理組合

賃貸ビル区分所有者負担金

債権回収管理ｼｽﾃﾑ

再開発等積立資産

みなとみらい公共駐車場

山下町公共駐車場

みなとみらい公共駐車場

山下町公共駐車場

みなとみらい公共駐車場

山下町公共駐車場

8,579,228  什器備品

  構築物 11,061,259

38,249,807  建物付属設備

500,000,000

  建物 7,366,982,812

  団信準備調整資産 定期預金　新生銀行本店 団信保険料等の支払に備えたもの（公益）

  管理運営積立資産 定期預金　新生銀行本店 緊急修繕・法人管理費用等に備えたもの（共通） 4,220,000,000

12,066,576  預り保証金引当資産 通知預金　横浜銀行本店
賃貸ﾋﾞﾙ預かり保証金の返還に備えたもの
（収益）

262,900,000

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

  修繕引当資産 定期預金　新生銀行本店
関内中央ビル大規模修繕（躯体）費の支出
に備えたもの（収益）

44,416,426

  貸倒引当資産 定期預金　三菱東京UFJ銀行ほか2行
融資金の貸倒償却に基づく借入金の返済に
備えたもの（公益） 1,300,000,000

  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（共通）

5,500,000

    特定資産

  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
設置運営事業の財源として使用している。

    基本財産
  (固定資産)

10,238,824,142
  貸倒引当金 未収入利息に対する貸倒見込み額

   流動資産合計

  貯蔵品 共通の郵便切手等
△ 95,550,587

  立替金 区分所有ﾋﾞﾙ修繕工事費の立替金 2,874,714

6,147,960  前払費用
  仮払金 公益目的事業における競売申立費用

公益目的事業、収益事業及び管理業務に用
いている事務所並びに収益事業用施設の管
理費ほか

  未収収益

5,210,000

650,200

168,287  未収金 管理業務立替未収

  未収入利息 433,940,426

    運転資金として 1,339,772
  預け金 公益目的事業つり銭資金として

147,795    
    1,527,301

1,054,703    
50,819,400

749,119
    34,862,802
    

50,062,113
    82,604
    
    50,268,326
    67,317,246

9,872,359,025  運転資金外として

70,000  預金

70,000運転資金として

  現金 運転資金として 161,860

  (流動資産)

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

財産目録
平成25年 3月31日現在

（単位:円）

9,566,127,844

西区みなとみらい１－３－１

60,086,690

705,567

6,800,900,802

公益目的事業融資利息の支払期日未到
来分ほか

公益目的事業及び収益事業におけ
る未収収益

みなとみらい
公共駐車場

専有延面積　 9,449.12㎡

公益目的保有財産であり、駐車場設置運営
事業に使用している（一部補助金により取
得）

公益目的保有財産であり、駐車場設置運営
事業に使用している（一部補助金により取
得）

  山下町公共駐車場 中区山下町240-1

  

19,711,410

18,538,397

公益目的保有財産であり、駐車場設置運営
事業に使用している（一部補助金により取
得）

  986,267

公益目的保有財産であり、駐車場設置運営
事業に使用している（一部補助金により取
得）

1,355,322

  9,705,937

公益目的保有財産であり、駐車場設置運営
事業に使用している（一部補助金により取
得）

7,592,961

普通預金　横浜銀行本店
債権回収管理ｼｽﾃﾑのOA機器の
更新等に備えたもの（公益）

48,000,000

専有延面積　47,206.08㎡

566,082,010

－28－



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

（単位:円）

山下町公共駐車場

みなとみらい公共駐車場

専有延面積　14,324.64㎡

専有延面積  　5,022.18㎡

専有延面積      421.83㎡

上記建物と同様である
上記建物と同様である
上記建物と同様である
上記建物と同様である

　債権回収管理ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞｰほか

面積　901.09㎡

融資金

      賃共駐車場建設融資金 8,739,098
      農地転用賃共住宅融資金 171,345,693
      単身・少人数向賃共融資金 1,439,628,393
      ﾌｧﾐﾘｰ賃共建設融資金 628,288,980
      中高層建築物建設融資金 73,487,665

2,850,342
(建築物防災改善)

      落下物防災対策融資金
      特別住宅融資金 78,022,911
      宅地防災工事融資金 593,190,711
      市営住宅転出促進融資金 458,514,304
      太陽光発電ｼｽﾃﾑ融資金 941,467
      ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾘﾌｫｰﾑ融資金 22,689,917

3,008,395
      住宅耐震改良融資金 19,463,024
      ｼﾙﾊﾞｰﾘﾌｫｰﾑ融資金

92,522,631      住宅耐震建替融資金
      住宅改良工事融資金 1,205,706
      中古戸建住宅購入融資金 104,973,431
      建売住宅購入融資金 16,190,970,060
      中古ﾏﾝｼｮﾝ購入融資金 5,891,823,718

14,025,012,750
      新築ﾏﾝｼｮﾝ購入融資金 40,395,334,139
      住宅建築融資金

公益目的保有財産であり融資
事業が保有する債権である。

10,000  投資有価証券 横浜信用金庫出資金

80,427,327,092

1,373,970
  地冷基金 PS地区冷暖房供給基金 2,724,095
  電話加入権 ポートサイドビルほか 公益目的保有財産である。

67,188,731
  地上権 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 144,748,000
  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。

  長期前払費用 金利キャップ料・OA機器保守費用ほか 93,020,968公益目的保有財産及び公益目的事業に必要
な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）

  建設仮勘定 関内中央ビル改修設計委託費 建物設置運営事業に使用している 4,903,500

面積4,248.60㎡のうち共有持分
100億分の52億3485万3198

3～6階、8～9階、11階、2・7・10階の一部
を建物設置運営事業の施設として使用し、
10階の一部を公益目的事業の事業所として
使用し、7階の一部を事務所として使用し
ている

240,160,358

      ポートサイドビル 神奈川区栄町8-1 2,714,800,000

      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

143,451
  土地 2,954,960,358
    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

26,260,213    ポートサイドビル 公益目的保有財産及び公益目的事業に必要
な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）

27,084,075
    関内中央ビル　AEDほか 建物設置運営事業に使用している 680,411
  什器備品

1,744,627
  金沢区並木2-14-1外

      湾岸線並木トンネル駐車場 公益目的保有財産であり、駐車場設置運営
事業に使用している

1
　　　事業所案内看板

    ポートサイドビル 公益目的保有財産であり、融資事業に使用
している

1,782,052
    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 37,424
  構築物

20,669,920      野毛都橋商店街ビル
      大桟橋共同ビル 5,969,837

203,238,224
    ポートサイドビル 53,239,399
    関内中央ビル
  建物付属設備 283,117,380

  ル 専有延面積      823.46㎡
建物設置運営事業に使用している

12,687,063

      野毛都橋商店街ビ 中区野毛町1-22-1先 10,983,312

      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

1,499,746,010      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
を建物設置運営事業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。
10階の一部は公益目的保有財産であり、公
益目的事業の事業所として使用している。

1,924,720,841
      関内中央ビル 中区真砂町2-22 401,304,456
  建物

建物設置運営事業に使用している

25,893,840

    その他固定資産

  長期前払費用
公益目的保有財産であり、駐車場設置運営
事業に使用している

  電話加入権
公益目的保有財産であり、駐車場設置運営
事業に使用している（一部補助金により取
得）

149,968
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

（単位:円）

H25年度返済予定額

三菱東京UFJ銀行　横浜支店
みずほ銀行　横浜支店
三井住友銀行　横浜中央支店
りそな銀行　横浜支店
新生銀行　本店
横浜信用金庫　本店
日本政策投資銀行
横浜市 ポートサイドビル取得のための借入

H26年度以降返済予定額
みずほ銀行　横浜支店

ポートサイドビル取得のための借入

21,200,000
37,234,000

公益目的事業用資産取得のた
めの借入

2,409,600,000
376,500,000

12,000,000,000
174,000,000

横浜銀行　本店 13,457,900,000
11,166,800,000
5,624,800,000

短期借入金 45,268,034,000

     資産合計 108,927,313,256
  (流動負債)

     負債合計 85,600,322,250
     正味財産 23,326,991,006

   固定負債合計 40,052,721,002

264,595,000  修繕引当金 関内中央ビル 大規模修繕計画に基づく引当

  退職給付引当金 44,416,426各会計に従事する職員の退職給付
に備えた引当金（共通）

    ポートサイドビル賃借人 7,991,076

12,066,576
    大桟橋共同ビル賃借人 4,075,500
  預り保証金 建物設置運営事業の預り保証金（退去

時返還）

1,359,043,000
      日本政策投資銀行 日本政策投資銀行 44,400,000
      横浜市 横浜市

      新生銀行 新生銀行　本店

  (固定負債)
   流動負債合計 45,547,601,248

10,247,200

  賞与引当金

  未払消費税等 H24第4期消費税・特別地方消費税

各会計に従事する職員等の賞与の引当
金（共通）

11,111,291
88,930,512

      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）

      団信 融資利用者（公社団信加入者） 翌事業年度の団信特約料(公益）

13,668,335

103,672,967
      建物賃貸料等 ポートサイドビル賃借人ほか 翌事業年度の賃貸料等（収益） 1,074,120
  前受金

15,907,333  仮受金 融資利用者等 融資事業における一時預り金

12,285,000
  金

      預り金駐車場保証 駐車場利用者 公益目的事業にて使用している

493,800
      預り金社会保険料 2・3月分社会保険料(役職員等負担分) 2,262,332
      預り金県市民税 住民税

15,618,153
      預り金所得税 源泉所得税 577,021
  預り金

105,912,693
  未払利息 17,097,611
  未払金 各会計における費用の未払金

公益目的事業会計における借入金
利息の支払期日未到来分

△ 1,805,371,864
   固定資産合計 98,688,489,114
  貸倒引当金

161,265,258
  駐車場建設融資金 53,471,355
      都市再開発融資金
  自治会会館等整備融資金 10,577,144

役職員等

長期借入金
  みずほ銀行 4,828,200,000

39,731,643,000
公益目的事業用資産取得のた
めの借入 33,500,000,000
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