
公益財団法人徳島県建設技術センター

（単位：円）

手元保管 運転資金として 90,000

財      産      目      録
令和 2 年  3 月 31 日  現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金       額

/かちどき橋支店

(流動資産)
現金

/県庁支店

普通預金 阿波銀行 840-178 決済用預金 222,937,012

徳島県経営戦略部 898,787

普通預金 徳島大正銀行 NO.5437812 決済用預金 10,241,897

未収金 東部県土整備局徳島他 160,563,445
前払費用

流動資産合計 396,097,691
管財課 他

　基本財産 有価証券 徳島大正銀行 県庁支店 公益目的保有財産 35,500,000

公募公債 財源としている。

(固定資産)

徳島県R1年度第2回 運用益を公益目的事業の

徳島県R1年度第2回 運用益を公益目的事業の

活き活き活動支援基金 徳島大正銀行 県庁支店 公益目的保有財産 10,000,000

　特定資産 活き活き活動支援基金 徳島大正銀行 県庁支店 公益目的保有財産 4,500,000

公募公債 財源としている。

公募公債 財源としている。

徳島県H22年度第1回 運用益を公益目的事業の

徳島県H23年度第1回 運用益を公益目的事業の

活き活き活動支援基金 阿波銀行 県庁支店 公益目的保有財産 20,000,000

活き活き活動支援基金 阿波銀行 県庁支店 公益目的保有財産 60,000,000

公募債 財源としている。

公募債 財源としている。

3701153

徳島県H23年度第1回 運用益を公益目的事業の

3-000-288-998

退職給付引当資産 徳島大正銀行 県庁支店 退職金支給目的 40,000,000

3-000-289-012

退職給付引当資産 阿波銀行 県庁支店 退職金支給目的 2,345,544

かちどき橋支店

退職給付引当資産 阿波銀行 県庁支店 退職金支給目的 1,589,735

　その他固 定期預金 徳島大正銀行 県庁支店 15,000,000

資産取得資金 阿波銀行 公益目的保有財産（公・法） 7,500,000

定期預金 徳島大正銀行 県庁支店 10,500,000

840-178

定期預金 徳島大正銀行 県庁支店 10,000,000

　定資産 No.3701153

定期預金 阿波銀行 県庁支店 18,690,000

No.3701153

投資有価証券 徳島大正銀行 県庁支店 11,310,000

No.3701153

公募公債

3-000-293-799

構築物 サイクルシェルター他 公益目的保有財産 2,029,526

徳島県R1年度第2回

車両運搬具 トヨタプレミオ他 公益目的保有財産(公・法) 1,007,939

建物附属設備 パーティション 他 管理運営目的 392,967

一括償却資産 ノートパソコン 公益目的保有財産(公・法) 1,650,734

機械装置 木材粉砕機 他 公益目的保有財産 469,857

電話加入権 509,600

什器備品 光波測距儀 他 公益目的保有財産(公・法) 132,210

91,370
固定資産合計 253,219,482

/論田支店

　　資産合計 649,317,173

リサイクル預託金

/論田支店

普通預金 徳島大正銀行 NO.8503540 公園使用料 629,300

現金 手元保管 公園使用料 291,350

普通預金 徳島大正銀行 NO.8533001 公園使用料 445,900



公益財団法人徳島県建設技術センター

（単位：円）

公益目的保有財産の明細

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金       額

(流動負債)
未払金 業務委託料、光熱費、給与等 129,973,640
預り金 健康保険料、公園使用料等 2,757,590
未払法人税等 法人税等　確定分 935,900
未払消費税等 消費税 確定分 5,913,100

流動負債合計 139,580,230
(固定負債)

退職給付引当金 退職金支給目的 38,845,341
固定負債合計 38,845,341
　　負債合計 178,425,571
　　正味財産 470,891,602

財産種別
公益認定前取得
不可欠特定財産

公益認定後取得
不可欠特定財産

その他の
公益目的保有財産

使用事業

投資有価証券 徳島大正銀行 県庁支店 公益目的事業
徳島県R1年度第2回公募公債

35,500,000円
活き活き活動支援基金 徳島大正銀行 県庁支店 公益目的事業

徳島県R1年度第2回公募公債
4,500,000円

活き活き活動支援基金 徳島大正銀行 県庁支店 公益目的事業
徳島県H23年度第1回公募公債

10,000,000円
活き活き活動支援基金 阿波銀行 県庁支店 公益目的事業

徳島県H22年度第1回公募債
60,000,000円

活き活き活動支援基金 阿波銀行 県庁支店 公益目的事業
徳島県H23年度第1回公募債

20,000,000円
資産取得資金 阿波銀行 かちどき橋支店 公益目的事業

840-178 (法人会計と共有)
7,500,000円

構築物 サイクルシェルター 他 公益目的事業

2,029,526円
機械装置 木材粉砕機 他 公益目的事業

469,857円
車両運搬具 トヨタプレミオ等 公益目的事業

(法人会計と共有)
1,007,939円

什器備品 光波測距儀 他 公益目的事業
(法人会計と共有)

132,210円
一括償却資産 ノートパソコン 公益目的事業

(法人会計と共有)
1,650,734円

　合計 142,790,266円


