
（単位：円）

場所・物量等 預入期間・利率 使用目的等 金　　　　額

(流動資産)

現金 手元保管 運転資金として 449,670

預金 普通預金 運転資金として 206,588,251

  一般事業

  /宮崎銀行本店№1088261① 32,404,870

  大和ﾈｸｽﾄ銀行ｴﾋﾞｽ支店№2595706 41

  福祉事業 54,260,986

  /宮崎銀行本店№1007144

  会館管理事業 67,846,495

  /宮崎銀行本店№1139594①

  治験事業 19,402,589

  /宮崎銀行本店№163813

  緩和ケア研修事業 250,000

  /宮崎銀行本店№1863749

  臨床研修病院説明会事業 7,000,000

   /宮崎銀行本店№1783825

  女性医師等就労支援事業 5,000,000

   /宮崎銀行本店№1060352

  救急医療施設医師研修事業 1,048,000

   /宮崎銀行本店№1423037

  自殺対策に係る人材育成研修事業 281,458

  /宮崎銀行本店№36751

  臨床研修指導医養成事業 3,000,000

  /宮崎銀行本店№1107948

  産業医研修会事業 1,354,987

  /宮崎銀行本店№1317214

  医療勤務環境改善支援事業 2,374,006

  /宮崎銀行本店№1408822

  小児在宅医療を担う人材育成等に関する事業 1,280,000

  /宮崎銀行本店№1467049

  医療クラーク育成事業 2,000,000

  /宮崎銀行本店№1783825

  在宅医療推進事業 6,000,000

  /宮崎銀行本店№1467049

  災害時ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能強化事業 969,000

  /宮崎銀行本店№1117276

  税預り金/宮崎銀行本店№1176048 892,744

  保管金/宮崎銀行本店№1003181 21,000

  広域予防接種/宮崎銀行本店№18681 399,726

  肺炎・肝炎・風しん 232,199

  /宮崎銀行本店№12349

  妊婦乳児/宮崎銀行本店№1150341 570,150

定期預金 運転資金として 20,000,000

  宮崎銀行本店№3-006-198-629 R2.10. 2～R3. 3.31（0.002%） 20,000,000

未収金 10,610,585

前払金 885,692

立替金 317,206

仮払金 11,440

238,862,844

(固定資産)

  特定資産

役員退職給付引当資産 普通預金/宮崎銀行本店№1161091 役員退任慰労金支給目的のため管理している預金 24,775,000

退職給付引当資産 普通預金/宮崎銀行本店№1024306 職員退職金支給目的のため管理している預金 27,615,085

会館補修費積立資産 現県医師会館の修繕補修のため管理している預金 69,046,058

普通預金/宮崎銀行本店№1929009 4,046,058
定期預金/大和ﾈｸｽﾄ銀行ﾋﾞｼｬﾓﾝ支店№2389468 R2. 4. 1～R3. 4. 1（0.01%） 65,000,000

医療用機器(特定) 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する 2,892,518

  医療用機器① 人体模型シミュレータ等(在宅) 31

  医療用機器② 人体模型シミュレータ等(救急) 2,494,800

  医療用機器③ 人体模型シミュレータ等(小児在宅) 397,687

大規模災害対応基金 普通預金/宮崎銀行本店№188814 災害発生時にJMAT活動資金等とする預金 19,249,205

医学賞基金 普通預金/宮崎銀行本店№1259688 医学賞受賞者に対する賞金に充てる預金 874,618

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症等対策基金 普通預金/宮崎銀行本店№1088261②
新型コロナウイルス感染を含む感染症対策に充てる預
金

2,350,000

什器備品(特定) テレビ会議システム 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する 912,550

建物減価償却積立資産 県医師会館の建替えに備えた資産 60,000,000

普通預金/宮崎銀行本店№1139594② 30,142,700
普通預金/宮崎銀行本店№1088261③ 35,200
第158回利付国債(20年)/大和証券 H29. 6. 7～R18. 9.20（0.5%） 9,982,400
第159回利付国債(20年)/大和証券 H29. 3.30～R18.12.20（0.6%） 9,964,800
第165回利付国債(20年)/大和証券 H30. 7.31～R20. 6.20 (0.5%) 9,874,900

減価償却積立資産 普通預金/宮崎銀行本店№1139594③ 車両・什器備品の買替えに備えた資産 16,728,047

会館設備購入積立資産 普通預金/宮崎銀行本店№1139594④ テレビ会議システムの買替えに備えた資産 6,100,000

会館設備購入積立資産① 普通預金/宮崎銀行本店№1139594⑤ 音響設備等の買替えに備えた資産 4,900,000

会館設備購入積立資産② 普通預金/宮崎銀行本店№1088261④ 理事用パソコンの買替えに備えた資産 1,500,000

会館設備購入積立資産③ 普通預金/宮崎銀行本店№1088261⑤ サーバーの買替えに備えた資産 1,700,000

  その他固定資産

建物 宮崎市和知川原1-101 2720.91㎡
公益目的保有財産であり、公益事業・収益事業で共用
している

314,265,045

建物附属設備 同上 15,309,692

構築物 同上 768,906

車両運搬具 フィットシャトル(宮崎501さ241中古) 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する 1

什器備品
公益目的保有財産であり、公益事業・収益事業で共用
している

3,473,568

土地 宮崎市和知川原1-90,100,101　3282.78㎡ 同上 271,742,265

財政調整積立資産 将来の支出に備えて管理している資産 84,510,828

普通預金/宮崎銀行本店№1088261⑥ 296,508

定期預金/大和ﾈｸｽﾄ銀行ｴﾋﾞｽ支店№2389455 R2. 4. 1～R3. 4. 1（0.01%） 510,000

第159回利付国債(20年)/大和証券 H29. 3.30～R18.12.20（0.6%） 83,704,320

ソフトウェア
公益目的保有財産であり、公益事業・収益事業で共用
している

3,998,812

リース資産 6,283,914

PCA公益法人会計サーバ･ソフトウェア 会計処理用に使用する 775,659

職員用パソコン20台 業務処理用に使用する 1,895,187

電話設備61台 業務処理用に使用する 3,613,068

会館建設債返済積立資産 普通預金/宮崎銀行本店№1139594⑥ 会館建設協力債の返済に備えた預金 30,000,000

  投資有価証券 第159回利付国債(20年)/大和証券 H29. 3.30～R18.12.20（0.6%） 5,978,880
第165回利付国債(20年)/大和証券 H30. 7.31～R20. 6.20 (0.5%) 19,749,800

994,724,792

1,233,587,636

(流動負債)

未払金 事業費の未払い分 11,212,785

預り金 委託の返還金や職員社会保険料等の預り 32,287,420

税預り金 報酬等の源泉税の預り 892,744

賞与引当金 支給見込額のうち当期に帰属する分 7,453,000

未払法人税等 71,000

未払消費税等 4,360,400

56,277,349

(固定負債)

長期借入金 会館建設協力債 90,000,000

役員退職給付引当金 役員に対するもの 役員に対する退職金の支払いに備えたもの 24,775,000

退職給付引当金 職員に対するもの 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 27,615,085

リース債務 リース資産に係る1年超の支払リース料 6,350,976

PCA公益法人会計サーバ･ソフトウェア 796,068

職員用パソコン20台 1,941,408

電話設備61台 3,613,500

148,741,061

205,018,410

1,028,569,226

財産目録

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人 宮崎県医師会

貸借対照表科目

  流動資産合計

    負債合計

    正味財産

  固定資産合計

    資産合計

  流動負債合計

  固定負債合計


