
管理業務立替未収

横浜地裁

１年以内回収予定融資金

特定費用準備資金（公益）

備えたもの（公益）

(流動資産)
現金 手元保管 運転資金として 205,142

財 産 目 録
平成29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 70,000
横浜銀行他５行 10,000

普通預金 運転資金外として 8,030,558,890
横浜銀行 本店 7,812,587,495
横浜銀行 元町支店 7,307,353

みずほ銀行 横浜支店 50,096,022
三井住友信託銀行 横浜駅西口支店 69,488

三菱東京UFJ銀行 横浜支店 50,069,115

りそな銀行 横浜支店 943,655

三井住友 横浜支店 8,756,941
三井住友 横浜中央支店 45,456,015

神奈川県信連 本所 1,514,016
横浜信用金庫 本店 72,211

新生銀行 本店 50,437,050

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
未収金 52,626

通常貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 3,249,529

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 205,563,642
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 78,886,831
仮払金 公益目的事業における競売申立費用 1,918,400

管理費ほか

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 6,714,792
用いている事務所ならびに収益事業施設の

流動資産合計 13,792,994,630

(固定資産)

1年以内に回収予定の融資金 3,862,069,379

貸倒引当金
1年以内に回収予定の融資金に対する貸倒見込額
及び未収入利息に対する貸倒見込額

△ 98,780,994

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 525,922

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 2,305,781,820
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 46,965,949
(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 4,501,500
PSﾋﾞﾙ受取保証金 14,669,154

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） 19,170,654

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)

修繕に備えたもの（公益）
公益目的事業に係る寄附積立金 普通預金 横浜銀行 本店 事業完了時点で横浜市に寄附するための 3,840,580,330

積立資産 備えたもの(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

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 5,968,143,754
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)

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

建物 6,444,134,996

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)
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 475,991,242

建物付属設備 39,570,920

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 5,883,393
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 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 33,687,527
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)
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 8,024,845

構築物 8,924,839
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 899,994

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 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 130,249,254
事業に使用している(一部補助金により取得)

什器備品 145,293,001

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 15,043,747
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

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 80,781,748
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
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建物 1,768,224,616
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 378,531,565

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 1,342,721,036

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 9,824,539
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

建物付属設備 190,169,981
関内中央ビル 関内中央ビル 上記建物と同様である 110,437,475

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 37,147,476
専有延面積 823.45㎡

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 43,819,647

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 31,410,753
大桟橋共同ビル 大桟橋共同ビル 上記建物と同様である 4,502,106

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

構築物 1,773,976
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 1,384,370

事業に使用している
什器備品 44,044,457

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 389,605

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 42,566,792
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

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 1,064,624

土地 2,954,960,358

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 413,041

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

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㎡

建設仮勘定 野毛都橋商店街ビル改修設計委託費 建物設置運営事業に使用している 1,979,640

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

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 19,082,454

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 23,633,117
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

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

融資金 公益目的保有財産であり融資事業が保有する 32,733,093,146

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

新築ﾏﾝｼｮﾝ購入融 新築ﾏﾝｼｮﾝ購入融資金 20,083,046,302
住宅建築融資金 住宅建築融資金 債権である 5,109,354,344

建売住宅購入融資 建売住宅購入融資金 5,697,249,478
中古ﾏﾝｼｮﾝ購入融 中古ﾏﾝｼｮﾝ購入融資金 775,120,395

中古戸建住宅購入 中古戸建住宅購入融資金 3,249,891
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 643,791
市営住宅転出促進 市営住宅転出促進融資金 150,713,999

特別住宅融資金 特別住宅融資金 27,465,818
宅地防災工事融資 宅地防災工事融資金 321,101,294

ﾌｧﾐﾘｰ賃共建設融 ﾌｧﾐﾘｰ賃共建設融資金 128,111,560
中高層建築物建設 中高層建築物建設融資金 44,092,872

農地転用賃共住宅 農地転用賃共住宅融資金 29,721,609
単身・少人数向賃 単身・少人数向賃共融資金 312,194,814

都市再開発融資金 都市再開発融資金 32,982,945
賃共駐車場建設融 賃共駐車場建設融資金 3,909,472

(流動負債)
短期借入金 H29年度返済予定額 公益目的事業用資産取得のための借入 14,016,534,000

固定資産合計 54,136,569,206

資産合計 67,929,563,836

駐車場建設融資金 駐車場建設融資金 14,134,562
貸倒引当金 △ 2,264,902,829

新生銀行 新生銀行 本店 10,700,000,000
横浜銀行 横浜銀行 本店 978,000,000

みずほ銀行 みずほ銀行 横浜支店 682,800,000
三井住友銀行 三井住友銀行 横浜中央支店 117,600,000

三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 横浜支店 881,600,000
横浜支店

信金資金 横浜信用金庫 本店 19,000,000

横浜中央支店
シンジケート団 横浜銀行 他３行 600,300,000

未払利息 公益目的事業会計における借入金利息の 7,015,390
支払期日未到達分

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
未払金 各会計における費用の未払金 897,575,275

預り金県市民税 役職員等 住民税 541,100
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) 1,169,234

預り金 15,231,599
預り金所得税 役職員等 源泉所得税 940,765

仮受金 融資利用者等 融資事業における一時預り金 9,592,279
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 12,580,500

前受金 64,881,905

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) 19,787,700
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) 43,024,609

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) 2,069,596

未払消費税等 H28第12期消費税･特別地方消費税 20,656,700
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） 10,714,025

流動負債合計 15,042,201,173
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長期借入金 公益目的事業用資産取得のための借入 24,946,757,000
(固定負債)

シンジケート団 横浜銀行 他３行 10,026,650,000

みずほ銀行 みずほ銀行 横浜支店 660,000,000
新生銀行 新生銀行 本店 10,300,000,000

市資金 横浜市 ポートサイドビル取得のための借入 1,210,107,000

横浜銀行 横浜銀行 本店 1,410,000,000
三菱東京UFJ銀行 三菱東京UFJ銀行 横浜支店 1,340,000,000

ポートサイドビル保証金 ポートサイドビル賃借人 14,669,154

預り保証金 建物設置運営事業の預り保証金(退去時返却) 19,170,654
大桟橋共同ビル保証金 大桟橋共同ビル賃借人 4,501,500

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

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 46,965,949

負債合計 40,319,719,554

正味財産 27,609,844,282

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

11,595,496

固定負債合計 25,277,518,381

- 33 -


