
財　産　目　録
平成28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

  (流動資産)
  現金 手元保管 運転資金として 241,467
  預金 当座預金 運転資金として 70,000
      横浜銀行他５行 10,000
  普通預金 運転資金外として 11,092,315,626
      横浜銀行　本店 10,598,277,014
      横浜銀行　元町支店 7,225,913
      三菱東京UFJ銀行　横浜支店 50,152,444
      みずほ銀行　横浜支店 350,209,686
      三井住友信託銀行　横浜駅西口支店 72,994
      三井住友　横浜支店 5,470,099
      三井住友　横浜中央支店 25,368,404
      りそな銀行　横浜支店 1,077,277
      新生銀行　本店 50,799,704
      神奈川県信連　本所 1,516,374
      横浜信用金庫　本店 115,402
      通常貯金　ゆうちょ銀行 運転資金として 2,030,315
  預け金 みなとみらい･山下町公共駐車場 公益目的事業つり銭資金として 5,210,000
  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 251,478,225
  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 55,649,195
  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 6,267,440

用いている事務所ならびに収益事業施設の
管理費ほか

  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 488,111
  有価証券   新生銀行　本店 運転資金外として 1,700,000,000
  貯蔵品 共通の郵便切手等 591,416
  貸倒引当金 未収入利息に対する貸倒見込み額 △ 71,678,181

   流動資産合計 13,040,633,299

  (固定資産)
    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

設置運営事業の財源として使用している
    特定資産
  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 45,606,915

(共通)
  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 1,948,600,697

三菱東京UFJ銀行他３行 備えたもの(公益)
  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)
  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)
  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） 15,573,858
      大桟橋受取保証金 4,501,500
      PSﾋﾞﾙ受取保証金 11,072,358
  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 4,220,000,000

(共通)
  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

積立資産 備えたもの(公益)
  大規模修繕負担金積立資産 普通預金　横浜銀行　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

修繕に備えたもの（公益）
  建物 6,674,846,950
      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 6,176,333,016

事業に使用している(一部補助金により取得)
  

専有延面積47206.08㎡

      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 498,513,934
専有延面積 9449.12㎡ 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 45,674,768
      みなとみらい公共駐車場 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 37,007,066

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 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 8,667,702

事業に使用している(一部補助金により取得)
  構築物 9,458,944
      みなとみらい公共駐車場 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 1,013,826

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 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 8,445,118

事業に使用している(一部補助金により取得)
  什器備品 109,412,406
      みなとみらい公共駐車場 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 98,471,913

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 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 10,940,493

事業に使用している(一部補助金により取得)
  電話加入権 149,968
      山下町公共駐車場 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 94,630

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 111,197,369

事業に使用している
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    その他固定資産
  建物 1,797,862,803
      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 394,285,576

  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 1,382,656,907

  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
  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

      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 10,540,170
  専有延面積 559.70㎡

      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 10,380,150
専有延面積 823.45㎡

  建物付属設備 189,915,906
      関内中央ビル 関内中央ビル 上記建物と同様である 133,086,884
      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 37,698,550
      大桟橋共同ビル 大桟橋共同ビル 上記建物と同様である 5,023,826
      野毛都橋商店街ビ 野毛都橋商店街ビル 上記建物と同様である 14,106,646
  構築物 1,952,067
      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 1,510,126
      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
      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 441,940

事業に使用している
  什器備品 54,853,759
      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 1,157,086
      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 53,120,477

  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)

      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 576,196
  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

  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

  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､
  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

  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 30,428,201
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)
  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 26,480,259
  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

  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 公益目的保有財産である 1,373,970
  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
  融資金 公益目的保有財産であり融資事業が保有する 45,270,862,976
        住宅建築融資金   住宅建築融資金 債権である 7,406,941,470
        新築ﾏﾝｼｮﾝ購入融   新築ﾏﾝｼｮﾝ購入融資金 25,617,878,415
        中古ﾏﾝｼｮﾝ購入融   中古ﾏﾝｼｮﾝ購入融資金 2,037,992,150
        建売住宅購入融資   建売住宅購入融資金 8,719,063,208
        中古戸建住宅購入   中古戸建住宅購入融資金 11,083,563
        住宅耐震建替融資   住宅耐震建替融資金 6,501,175
        住宅耐震改良融資   住宅耐震改良融資金 718,642
        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 1,301,989
        太陽光発電ｼｽﾃﾑ融   太陽光発電ｼｽﾃﾑ融資金 17,544
        市営住宅転出促進   市営住宅転出促進融資金 214,316,590
        宅地防災工事融資   宅地防災工事融資金 399,739,617
        特別住宅融資金   特別住宅融資金 35,776,129
        中高層建築物建設   中高層建築物建設融資金 56,232,459
        ﾌｧﾐﾘｰ賃共建設融   ﾌｧﾐﾘｰ賃共建設融資金 175,176,368

        都市再開発融資金   都市再開発融資金 46,701,724

        単身・少人数向賃   単身・少人数向賃共融資金 428,826,028
        農地転用賃共住宅   農地転用賃共住宅融資金 85,709,926
        賃共駐車場建設融   賃共駐車場建設融資金 5,924,169

    駐車場建設融資金   駐車場建設融資金 20,961,810
  貸倒引当金 △ 1,948,600,697

   固定資産合計 63,362,393,572

  短期借入金 H28年度返済予定額 公益目的事業用資産取得のための借入 12,267,834,000

     資産合計 76,403,026,871

  (流動負債)

        新生銀行 新生銀行　本店 7,100,000,000
        横浜銀行 横浜銀行　本店 1,434,500,000
        三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行　横浜支店 1,258,900,000
        みずほ銀行 みずほ銀行　横浜支店 1,570,200,000
        三井住友銀行 三井住友銀行　横浜中央支店 225,400,000
        シンジケート団 横浜銀行　他３行 600,300,000
        信金資金 横浜信用金庫 本店 35,000,000

        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
        日本政策投資銀行 6,300,000

  未払金 各会計における費用の未払金 96,350,628
  未払利息 公益目的事業会計における借入金利息の 8,657,625

支払期日未到達分
  預り金 15,891,863
      預り金所得税 役職員等 源泉所得税 1,154,580
      預り金県市民税 役職員等 住民税 526,500
      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) 1,175,783
      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 13,035,000
  仮受金 融資利用者等 融資事業における一時預り金 23,541,975
  前受金 74,181,467
      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) 1,422,173
      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) 18,684,502
      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) 54,074,792
  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） 11,275,624
  未払消費税等 H27第12期消費税･特別地方消費税 20,802,500

   流動負債合計 12,518,535,682
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  (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 36,616,891,000
        みずほ銀行 みずほ銀行　横浜支店 1,170,000,000
        新生銀行 新生銀行　本店 18,700,000,000
        シンジケート団 横浜銀行　他３行 11,799,550,000
        横浜銀行 横浜銀行　本店 1,890,000,000
        三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行　横浜支店 1,810,000,000
        市資金 横浜市 ポートサイドビル取得のための借入 1,247,341,000
  預り保証金 建物設置運営事業の預り保証金(退去時返却) 15,573,858
      大桟橋共同ビル保証金 大桟橋共同ビル賃借人 4,501,500
      ポートサイドビル保証金 ポートサイドビル賃借人 11,072,358
  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 45,606,915

     負債合計 49,449,636,737

     正味財産 26,953,390,134

引当金(共通)
  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

   固定負債合計 36,931,101,055
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