
事業に使用している

142,707,101

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

電話加入権 149,968

山下町公共駐車場 公益目的保有財産であり､駐車場設置運営

山下町公共駐車場 公益目的保有財産であり､駐車場設置運営 5,202,610

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 48,688,892

事業に使用している(一部補助金により取得)

事業に使用している(一部補助金により取得)

53,891,502什器備品

事業に使用している(一部補助金により取得)

事業に使用している(一部補助金により取得)

8,865,391

構築物 9,993,049

山下町公共駐車場 公益目的保有財産であり､駐車場設置運営

1,127,658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

山下町公共駐車場 公益目的保有財産であり､駐車場設置運営 11,651,291

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 29,477,803

事業に使用している(一部補助金により取得)

建物付属設備

事業に使用している(一部補助金により取得)

41,129,094

521,036,626

専有延面積 9499.12㎡ 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 公益目的保有財産であり､駐車場設置運営

専有延面積47,206.08㎡ 事業に使用している(一部補助金により取得)

6,905,558,904

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 6,384,522,278

建物

168,000,000

再開発等積立資産 備えたもの(公益)

債権回収管理システム 定期預金みずほ銀行 横浜支店 債権回収管理システムのOA機器の更新等に

団信準備調整資産 定期預金みずほ銀行 横浜支店 団信保険料等の支払いに備えたもの(公益) 500,000,000

(共通)

8,817,558

管理運営積立資産 定期預金みずほ銀行 横浜支店 緊急修繕･法人管理費用等に備えたもの 4,220,000,000

PSﾋﾞﾙ受取保証金

大桟橋受取保証金 4,501,500

(収益)

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 13,319,058

支出に備えたもの(収益)

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 717,100,000

備えたもの(収益)

修繕引当資産 定期預金みずほ銀行 横浜支店 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(公益)

貸倒引当資産 定期預金三菱東京UFJ銀行他２行 融資金の貸倒償却に基づく借入金の返済に 1,300,000,000

(共通)

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 44,823,260

特定資産

5,500,000

設置運営事業の財源として使用している

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

基本財産

(固定資産)

△ 82,036,060

流動資産合計 12,741,401,796

貸倒引当金 未収入利息に対する貸倒見込み額

1,700,000,000

貯蔵品 共通の郵便切手等 550,287

有価証券

488,111立替金 賃貸ビル区分所有者負担金 区分所有ビル修繕工事費の立替金

管理費ほか

用いている事務所ならびに収益事業施設の

46,482,952

前払費用 PSE3街区管理組合 公益目的事業､収益事業及び管理業務に 6,163,900

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

302,434,898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

5,210,000

未収金 管理業務立替未収 282,019

預け金 MM･山下町公共駐車場 公益目的事業つり銭資金として

4,064,296通常貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として

1,519,349

横浜信用金庫 本店 159,400

1,005,068

神奈川県信連 本所

50,743,260新生銀行 本店

りそな銀行 横浜支店

2,182,653

三井住友銀行 横浜中央支店 53,478,794

三井住友銀行 横浜支店

50,187,743

三井住友信託銀行 横浜駅西口支店 76,576

みずほ銀行 横浜支店

三菱東京UFJ銀行 横浜支店 50,095,826

横浜銀行 元町支店 11,610,351

10,761,504,693

横浜銀行 本店 10,536,381,377

普通預金 運転資金外として

財産目録
平成27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

(流動資産)

横浜銀行他５行 70,000

使用目的等

預金 当座預金 運転資金として

現金 手元保管 運転資金として 250,996

金 額
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貸倒引当金 △ 1,818,982,754

資産合計 86,033,412,027

都市再開発融資金 都市再開発融資金 67,830,885

固定資産合計 73,292,010,231

24,317,027駐車場建設融資金 駐車場建設融資金

1,068,116自治会会館等整備融 自治会会館等整備融資金

6,889,311賃共駐車場建設融 賃共駐車場建設融資金

90,162,556農地転用賃共住宅 農地転用賃共住宅融資金

792,174,883単身・少人数向賃 単身・少人数向賃共融資金

420,143,773ﾌｧﾐﾘｰ賃共建設融 ﾌｧﾐﾘｰ賃共建設融資金

62,108,664

落下物防災対策融 落下物防災対策融資金（建築物防災改善） 785,118

中高層建築物建設 中高層建築物建設融資金

46,059,115特別住宅融資金 特別住宅融資金

442,398,922宅地防災工事融資 宅地防災工事融資金

302,634,854市営住宅転出促進 市営住宅転出促進融資金

238,743太陽光発電ｼｽﾃﾑ融 太陽光発電ｼｽﾃﾑ融資金

4,849,286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

4,444,294住宅耐震改良融資 住宅耐震改良融資金

24,292,791

中古戸建住宅購入 中古戸建住宅購入融資金 27,544,349

住宅耐震建替融資 住宅耐震建替融資金

建売住宅購入融資 建売住宅購入融資金 10,911,789,440

中古ﾏﾝｼｮﾝ購入融 中古ﾏﾝｼｮﾝ購入融資金 3,015,319,579

新築ﾏﾝｼｮﾝ購入融 新築ﾏﾝｼｮﾝ購入融資金 30,024,909,563

債権である。

9,267,023,405

投資有価証券 横浜信用金庫出資金 10,000

住宅建築融資金 住宅建築融資金

55,536,984,674

電話加入権 ポートサイドビル他 公益目的保有財産である。 1,373,970

融資金 公益目的保有財産であり融資事業が保有する

2,724,095

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

地冷基金 PS地区冷暖房供給基金

ソフトウエア 債権回収管理システム他 公益目的保有財産である。 12,641,011

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)

1,313,249

共有持分 一部を公益目的事業の事務所として使用し､

長期前払費用 金利キャップ料･OA機器保守費用他 公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な

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

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。

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

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

面積 901.09㎡

2,954,960,358

に供する財産である。(共用)

土地

739,351

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 12,077,021

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

関内中央ビルAED他 建物設置運営事業に使用している 1,477,247

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

事業に使用している

14,293,619

している

什器備品

594,304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

1

構築物 2,242,656

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

1,648,351

野毛都橋商店街ビル 上記建物と同様である 15,990,358

関内中央ビル駐輪防止柵他 建物設置運営事業に使用している

ポートサイドビル 上記建物と同様である 41,217,469

5,545,546

建物付属設備 220,908,515

大桟橋共同ビル 上記建物と同様である

158,155,142

野毛都橋商店街ビル 中区野毛町1-22-1 建物設置運営事業に使用している 10,848,142

関内中央ビル 上記建物と同様である

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 11,255,801

専有延面積 823.46㎡

10階の一部は公益目的保有財産であり､公益

専有延面積 421.83㎡

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

目的事業の事務所として使用している。

専有延面積14324.64㎡

を事務所として使用している。

1,419,977,372

建物 1,852,120,902

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

410,039,587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

その他固定資産
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負債合計 60,025,468,793

正味財産 26,007,943,234

固定負債合計 25,391,046,600

253,029,282修繕引当金 関内中央ビル 大規模修繕計画に基づく引当

44,823,260

引当金(共通)

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

8,817,558ポートサイドビル保証金 ポートサイドビル賃借人

4,501,500大桟橋共同ビル保証金 大桟橋共同ビル賃借人

6,300,000

預り保証金 建物設置運営事業の預り保証金(退去時返却) 13,319,058

市資金 横浜市 ポートサイドビル取得のための借入 1,284,575,000

H28年度以降返済予定額 公益目的事業用資産取得のための借入

横浜銀行 本店

日本政策投資銀行

17,300,000,000

2,370,000,000

三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 横浜支店 2,280,000,000

横浜銀行

25,079,875,000

(固定負債)

流動負債合計 34,634,422,193

未払消費税等 H26第4期消費税･特別地方消費税 33,936,100

1,839,000,000

新生銀行 新生銀行 本店

みずほ銀行 みずほ銀行 横浜支店

長期借入金

(共通)

賞与引当金 各会計に従事する職員等の賞与の引当金 11,449,298

建物賃貸料等 ポートサイドビル賃借人他

17,382,651

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) 65,512,571

翌事業年度の駐車場使用料(公益)

1,016,310

仮受金 融資利用者等

翌年事業年度の賃貸料等(収益)

前受金 83,911,532

駐車場利用料等 駐車場定期利用者他

36,349,322

預り金県市民税 役職員等

融資事業における一時預り金

13,137,800公益目的事業にて使用している。

503,200

預り金社会保険料 役職員等 3月分社会保険料(役職員等負担分) 1,162,559

未払利息

住民税

15,123,515

預り金所得税 役職員等 源泉所得税 319,956

預り金駐車場保証金 駐車場利用者

9,821,467

支払期日未到達分

公益目的事業会計における借入金利息の
未払金 各会計における費用の未払金 86,096,959

預り金

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

16,900,000

信金資金 横浜信用金庫 本店 55,000,000

りそな銀行 りそな銀行 横浜支店 267,000,000

日本政策投資銀行

三井住友銀行 三井住友銀行 横浜中央支店 1,708,800,000

新生銀行 新生銀行 本店

6,236,400,000

13,900,000,000

横浜銀行 横浜銀行 本店 7,510,200,000

34,357,734,000

みずほ銀行 みずほ銀行 横浜支店 4,626,200,000

三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 横浜支店

公益目的事業用資産取得のための借入

(流動負債)

短期借入金 H27年度返済予定額
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