
令和4年3月31日現在

３ ． 財 産 目 録 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

（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)

現金預金
　現金 手元保管 釣銭準備金、還付準備金ほか 868,705
　普通預金 肥後銀行熊本市役所支店 運転資金として 29,447,634

<現金預金計> 30,316,339
商品 link café 期末商品在庫 346,146

<商品計> 346,146
未収金 熊本市 第38回全国都市緑化くまもとフェア姉妹都市Week準備支援業務委託費 3,051,342
　 熊本市 指定管理料3月分(1-3月補填含む)  21,053,140
　　 熊本市 フェアトレードに関する市民への広報事業にかかる業務受託料 246,000

東京都つながり創生財団 災害時外国人支援に関するアドバイザー業務委託費 400,400
八代市国際課 3/26八代市国際交流協会設立準備委員会出席謝礼金 9,100
トヨタファイナンス㈱、㈱JCB、肥銀カード㈱ 3/16-31link café商品売上(カード決済分) 20,110
RIDE㈱ 3月分レンタサイクル利用料 3,720
熊本県 地域日本語教育普及推進に係る業務委託費 3,858,178

<未収金計> 28,641,990
前払金 ㈱日本レジストリサービス R4年度ドメイン名登録管理料 5,181

（一社）日本音楽著作権協会九州支部 R4年BGM使用料 4,950
<前払金計> 10,131

前払費用 リコージャパン㈱ 遠隔相談業務用物品購入割賦手数料 88,135
<前払費用計> 88,135

仮払金 国税、地方税 有価証券利息収入に伴う仮払法人税分 576,848
<仮払金計> 576,848

立替金 0
<立替金計> 0

流動資産合計 59,979,589
(固定資産)
基本財産

投資有価証券 Barclays Bank PLCパワーデジタルフォワード債 基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している 100,000,000
Barclays Bank株価指数リンク債 基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している  80,000,000

<基本財産計> 180,000,000
特定財産

退職給付引当資産（普通預金） 肥後銀行熊本市役所支店 職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している 22,938,471
事業推進資金積立金（普通預金） 肥後銀行熊本市役所支店 将来的な事業実施に伴う経費分として管理している  9,292,860

<特定資産計>  32,231,331
その他固定資

建物 link café内装工事 （その他会計他２保有財産） 6,386,860
建物減価償却累計額 △ 4,896,592
建物付属設備 link café給排水、電気、照明、換気調整工事 （その他会計他２保有財産） 3,473,135
建物付属設備減価償却累計額 △ 1,775,124
車両運搬具 公用車日産ウィングロード （共有財産）  1,270,000
車両運搬具減価償却累計額 △ 1,269,999
什器備品

2Fラウンジ音響機器一式 （その他会計他１保有財産） 1,627,500
ポスタープリンター （その他会計他１保有財産） 236,949
インフォメーションディスプレイ一式 （その他会計他１保有財産） 677,600
マルチ卓上型顔認証付き検温器 （その他会計他１保有財産） 215,000
ハウリングプロセッサー （その他会計他２保有財産） 220,500
グランドピアノ運搬車 （その他会計他２保有財産） 779,100
link café家具一式 （その他会計他２保有財産） 3,885,019
link caféレジスター （その他会計他２保有財産） 648,000
会計ソフト用サーバ （法人会計保有財産） 654,048
事業団NAS（LAN接続 HDD） （法人会計保有財産） 369,036
事業団NAS（LAN接続 HDD）再構築 （法人会計保有財産） 203,500

什器備品減価償却累計額 △ 8,571,874
ソフトウェア 在住外国人居住データベースシステム （その他会計他１保有財産） 429,300
　 業務紹介用コンテンツ （その他会計他１保有財産） 167,200

総合相談プラザHP開発費 （その他会計他１保有財産） 1,789,334
総合相談プラザHP機能追加 （その他会計他１保有財産） 580,709
ヒューマンライズ公益法人会計システム （法人会計保有財産） 1,782,000

<その他固定資産計> 8,881,201
固定資産合計 221,112,532
　　資産合計 281,092,121
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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 相談員 継１多文化オフィス運営事業での相談員3月分謝礼金 91,769
講師 3月災害時外国人支援多言語サポーター養成講座謝金 17,958
加藤紙店 熊本にほんご教育プラザ、くらしのにほんご事務用品 15,093
㈱エヌ・アイ・ケイ K-SAFEシステム保守委託費 264,000
アンステイチェ・フランセ九州 3/17世界をよく知るセミナー講師謝礼金 40,000
商品仕入 3月分link café商品仕入れ 34,802
リコージャパン㈱（リコーリース） コロナウイルス対策遠隔相談業務等物品購入 414,480
加藤紙店 外国人との花植えペンキ購入 2,074
アマゾンジャパン合同会社 緑化フェア感染対策用品、手洗い石鹸 58,419
(有)産企画 受付事務用品、link caféおしぼり、コピー用紙等 66,729
くまもと障害者労働センター 洗面トイレットペーパー 36,300
㈱再春館安心安全研究所 中水道(雨水)大腸菌検査 23,760
語学講座講師他 異文化カフェ、留学相談、無料法律相談、各種相談、フェアトレード啓発セミナー等謝礼金 115,204
ラファエルケンジタキシス 3/22.23出張旅費、エクサンプロヴァンス市とのメール翻訳  141,264
八木浩光 3/27荒尾市地域日本語教室参加旅費 2,820
九州ノーミ㈱ ガスガバナ室検知器取り換え修理 275,000
㈱大和印刷所 プラザリーフレット訂正シール 99,000
㈱珠郎 総合相談プラザPC修理及びSSD購入 202,400
ソフィ―・コリーニ エクサンプロヴァンスweekにおける写真展作成業務 143,000
㈱NTTぷらら 3月分BBCワールドニュース受信 23,100
賃借料 コピー機、CD-BGM、便器防臭、マット、BIB3月分賃借料 267,292
㈱キューネット 3月分ビル運転管理、清掃、ボイラー設備、機械警備 2,332,495
熊本市シルバー人材センター 会館駐車場業務3月分委託料 428,738
㈲ステージラボ ホール舞台等管理運営業務3月分、スポット1-3月分 577,500
委託費 弱電設備、自家発電、一般廃棄物、昇降機、機械式駐車場、清掃用ゴンドラ、空調設備、自動ドア、中水処理、音響映像、消防設備、中央監視盤、シャッター、殺鼠殺虫、自家用電気工作物 1,196,250
㈱NIK サイト運用サーバレンタル料、ホームページ保守業務、総合相談プラザHP保守業務  781,720
リコージャパン㈱ コピーカウンター料3月分  3,572
富士ゼロックス熊本㈱ コピーカウンター料3月分 45,766
光熱水料費 3月分電気、ガス、上下水道代 1,298,401
西日本電信電話㈱、 NTTコミュニケーションズ 県内通話、インターネット光フレッツ基本料、インターネットプロバイダー料ほか3月分 55,203
熊本中央郵便局 後納郵便使用料3月分  14,070
海外・国内雑誌・新聞 海外・国内雑誌・新聞3月分購読 263,440
㈱ビーボーン 外国人総合相談プラザ電話通訳及び映像通訳業務委託、3月分電話通話料 482,900
熊本西税務署 令和3年度消費税確定申告  4,059,900
ヤマト運輸㈱ 会館催物案内発送 2,268
嘱託職員 3月分賃金 2,696,082
嘱託職員 4月期末手当 1,519,492
日本年金機構 3月分社会保険事業主負担分 1,022,105
庄田公認会計士事務所 会計事務等指導及び税務書類作成業務委託料 453,591
中退共 退職金共済掛金 280,000
国税局 令和3年度法人税 81,000
その他 各種事業に伴う消耗品等一式 13,189

<未払金計> 19,942,146
前受金 熊本市国際交流会館 国際交流会館施設使用料の翌年度利用分収納金である 3,622,835

賛助会費 令和4年度分賛助会費 4,000
<前受金計> 3,626,835

預り金 職員 源泉所得税 3,466
市町村民税 403,500
社会保険料 641,971
令和3年度雇用保険被保険者負担分 △ 12,496

各講師 講師謝礼金に伴う源泉所得税 66,596
庄田公認会計士 源泉所得税 46,409
理事・監事 源泉所得税 17,920

㈱調べ考房 受託商品販売代金4月〜3月分 4,932

中村植物園 受託商品販売代金4月〜3月分 7,920
<預り金計> 1,180,218

賞与引当金 職員 職員賞与に関し、今期に計上すべき額 5,129,595
<賞与引当金計> 5,129,595

流動負債合計 29,878,794
(固定負債)

退職給付引当金 職員 中退共からの支給される額との差額分の引当金である 22,938,471
固定負債合計 22,938,471
　　 負債合計 52,817,265
　　 正味財産 228,274,856
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