
公益財団法人　秋田県育英会

（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　　額

（流動資産）

現金預金 振替貯金 公益目的事業運転資金として（育英） 19,951

　ゆうちょ銀行仙台貯金センター

19,951

通常貯金

　秋田県庁構内郵便局 公益目的事業運転資金として（高校） 0

通常貯金

　ゆうちょ銀行武蔵小杉タワープレイス 公益目的事業運転資金として（育英） 441,901

441,901

（共用財産）

普通預金

　秋田銀行県庁支店　116 公益目的事業運転資金として（育英・寮） 54,003,471

法人運営運転資金として 48,819

普通預金

　秋田銀行県庁支店　550446 公益目的事業運転資金として（育英） 0

普通預金

　秋田銀行県庁支店　589628 公益目的事業運転資金として（育英） 0

普通預金

　秋田銀行県庁支店　1001597 公益目的事業運転資金として（育英） 0

普通預金

　秋田銀行県庁支店　1002271 公益目的事業運転資金として（育英） 0

普通預金

　秋田銀行県庁支店　1002280 公益目的事業運転資金として（育英） 0

普通預金

　秋田銀行県庁支店　1028616 公益目的事業運転資金として（育英） 0

普通預金

　秋田銀行県庁支店　1023351 公益目的事業運転資金として（育英・多子） 24,900,677

（共用財産）

普通預金
　秋田銀行県庁支店　560573 公益目的事業運転資金として（育英・高校） 6,656,052

法人運営運転資金として 7,296
普通預金
　秋田銀行県庁支店　592270 公益目的事業運転資金として（高校） 0

普通預金

　秋田銀行県庁支店　570129 公益目的事業運転資金として（寮） 29,651,886

普通預金

　秋田銀行県庁支店　617273 公益目的事業運転資金として（寮） 1,573,195

普通預金

　昭和信用金庫池の上支店　　1028431 公益目的事業運転資金として（寮） 100,536

普通預金

　昭和信用金庫池の上支店　　1028431 公益目的事業運転資金として（寮） 1,978,646

普通預金

　横浜銀行武蔵小杉支店　　1408158 公益目的事業運転資金として（寮） 13,732

普通預金

　秋田銀行県庁支店　78 法人運営運転資金として 6,146,188

125,080,498

定期預金 定期預金

　秋田銀行県庁支店　2001080　全２件 法人運営運転資金として 25,205,634

定期預金

　北都銀行本店　　8011010 法人運営運転資金として 4,586,382

29,792,016

未 収 金 未収金 寮光熱費使用料等 233,228

233,228

前 払 金 前払金 寮新聞購読費前払分等 21,305

21,305

　流動資産合計 155,588,899

（固定資産）

特定資産 建　　物 東京寮建物(本館:1,275.00㎡ 別館:1,413.81㎡) 公益目的保有財産であり、学生寮運営事業の 404,442,867

　東京都世田谷区北沢1-41-22 施設に使用している。

ビューリー千秋建物(1,806.34㎡) 公益目的保有財産であり、学生寮運営事業の 515,991,044

　神奈川県川崎市中原区宮内4-31-5 施設に使用している。

920,433,911

奨学金貸与金 秋田育英会奨学貸与金 公益目的保有財産であり、奨学金として貸与 5,358,656,187

している。

すこやか奨学貸与金 公益目的保有財産であり、奨学金として貸与 413,512,420

している。

財　産　目　録
令和４年３月３１日現在

貸借対照表科目

振替貯金　合計

通常貯金　合計

普通預金　合計

定期預金　合計

未収金　合計

前払金　合計

建物　合計



場所・物量等 使用目的等 金　　　額貸借対照表科目

海外留学奨学貸与金 公益目的保有財産であり、奨学金として貸与 774,000

している。

入学一時金奨学貸与金 公益目的保有財産であり、奨学金として貸与 1,548,990,540

している。

多子世帯向け奨学貸与金 公益目的保有財産であり、奨学金として貸与 724,828,220

している。

高校奨学貸与金 公益目的保有財産であり、奨学金として貸与 1,281,431,856

している。

9,328,193,223

定期預金 秋田銀行県庁支店（学生寮）全５件 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業 224,487,869

秋田銀行県庁支店（高校移管）全４件 の財源として使用している。 1,331,468,408

1,555,956,277

投資有価証券 住友電気工業株式  4,000株 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業 5,848,000

三井住友FG株式　1,100株 の財源として使用している。 4,297,700

10,145,700

普通預金 秋田銀行県庁支店　116 公益目的保有財産であり、奨学金貸与の原資 278,674,775

としている。

秋田銀行県庁支店　1038630 公益目的保有財産であり、奨学金貸与の原資 0

としている。

秋田銀行県庁支店　589997 公益目的保有財産であり、奨学金貸与の原資 52,656,382

としており、運用益を公益目的事業の財源と

している。

331,331,157

そ の 他 備　　品 東京寮備品 公益目的保有財産であり、学生寮運営事業の 1,060,347

固定資産 ビューリー備品 用に供している。 84

1,060,431

投資有価証券 東北電力株式  20,083株 運用益を管理費の財源として使用している。 14,299,096

北海道電力株式  6,755株 3,269,420

秋田銀行株式  813株 1,367,466

公社債　第１回  2,000,000口 1,999,000

公社債　第９回  1,500,000口 1,499,250

22,434,232

無形固定資産 電話加入権 事務所の固定電話回線利用分として 109,680

ソフトウェア 公益目的事業のソフトウェアとして 2,919,439

法人管理費のソフトウェアとして 160,197

3,189,316

　固定資産合計 12,172,744,247

　　資産合計 12,328,333,146

（流動負債）

未 払 金 秋田育英事業費未払金 入学一時金貸与費、委託料等 2,493,300

秋田育英事業費未払金 県補助金精算 49,747,000

秋田育英事業費未払金 社会保険料 209,900

多子事業費未払金 委託料等 406,318

多子事業費未払金 県補助金精算 24,402,300

高等学校等事業費未払金 委託料等 718,325

高等学校等事業費未払金 県補助金精算 5,767,210

高等学校等事業費未払金 社会保険料 81,214

寮事業費未払金 光熱水費等 5,301,083

寮事業費未払金 社会保険料 108,179

法人会計未払金 諸謝金等 30,630

法人会計未払金 社会保険料 25,485

89,290,944

預 り 金 秋田育英事業費預り金 社会保険料 217,930

高等学校等事業費預り金 社会保険料 84,303

寮事業費預り金 社会保険料 112,672

414,905

 １年以内

 返済予定 秋田銀行県庁支店 寮運営事業（ビューリー千秋）に供する建物 17,401,855

 長期借入金 を取得するための借入（１年以内返済予定）

17,401,855

107,107,704

（固定負債）

長期借入金 秋田銀行県庁支店 寮運営事業（ビューリー千秋）に供する建物 59,589,632

を取得するための借入

59,589,632

　固定負債合計 59,589,632

　　負債合計 166,697,336

　　正味財産 12,161,635,810

奨学貸与貸与金　合計

定期預金　合計

投資有価証券　合計

普通預金　合計

備品　合計

投資有価証券　合計

長期借入金　合計

無形固定資産　合計

未払金　合計

預り金　合計

１年以内返済予定長期借入金　合計

　流動負債合計


