
(単位：円)

金　　　額

Ⅰ  資産の部

 1. 流動資産

     現預金

      現金　現金手許有高

        現金 現金手許有高（一般） 322,881

        現金 現金手許有高（交付金） 376,896

        現金　現金手許有高（亀山ＴＳ） 75,415

      普通預金

        百五銀行津駅前支店（一般） 1,779,137

        百五銀行津駅前支店（交付金） 371,192

        百五銀行津駅前支店（亀山ＴＳ） 5,607,218

        百五銀行津駅前支店（運管試験） 4,520,284

        第三銀行津支店 90,511

        普通預金 商工中金津支店（一般） 670,468

        普通預金 商工中金津支店（交付金） 201,912

       振替貯金 名古屋貯金事務ｾﾝﾀｰ 114,529

       未収金合計 2,396,417

       貯蔵品 255,166

         流動資産合計 16,782,026

 2. 固定資産

  (1)基本財産

      土地

       桑員地区輸送サービスセンター 10,789,093

　　　　     　　　　員弁郡東員町大字山田字北前塚3747-1 (811.21㎡)

       北部輸送サービスセンター 78,566,455

             　　　　四日市市新正4丁目50番地　　　　　   　 　　 　(2255㎡)

       鈴鹿地区輸送サービスセンター 14,710,190

 　　　　　   　　　　鈴鹿市平野町字森山494-1　　　　 　　　   　   (850.3㎡)

       本部トラック会館 140,132,000

　　　　　   　　　　津市桜橋3丁目53番地の11　　　　   　　 　　  (2644㎡)

       松阪地区輸送サービスセンター 14,784,543

　　　　　   　　　　松阪市大口町字北堀田345ｰ2　 　　  　　　  (966.31㎡)

       南勢地区輸送サービスセンター 11,384,894

       　    　　　　伊勢市村松町字明野1356-9　　　    　(336.75㎡)

          　　　　   伊勢市村松町字明野1356-21           (330.79㎡)

       伊賀地区輸送サービスセンター 11,565,905

             　　　　伊賀市四十九町字桜谷3074-1          (991.76㎡)

       尾鷲研修センター 20,974,600

           　　　　  尾鷲市中川1072-10                       (535㎡)

           　　　　  尾鷲市中川1073-6                       (519㎡)

         土地合計 302,907,680

      投資株券 日本ﾄﾗｯｸ興業㈱ 450株 450,000

      電話加入権 15回線 1,152,542

         基本財産合計 304,510,222

  (2)特定資産

      退職給付引当資産

       普通預金百五銀行津駅前　№0451558 31,753,886

       定期預金百五銀行津駅前　№0665030 62,100,000

         退職給付引当資産合計 93,853,886

財産目録
令和02年03月31日 現在

科　　目



金　　　額科　　目

      固定資産準備預金

       有価証券　商工中金津　商工債券(い号第838号) 70,000,000

       定期預金　商工中金津 　№0061620 506,819,106

       定期預金　商工中金津 　№0061620 (陸災防) 20,000,000

         固定資産準備預金合計 596,819,106

      近代化基金引当資産

       有価証券　商工中金津

　　　 　商工債券（い第779号商工債） 60,000,000

　　　　　　〃 　（い第784号商工債） 210,000,000

　　　　　　〃 　（い第787号商工債） 80,000,000

　　   　 　〃   （い第815号商工債） 130,000,000

　　　　　　〃 　（い第816号商工債） 10,000,000

　　　　　　〃 　（い第822号商工債） 10,000,000

　　　　　　〃 　（い第823号商工債） 310,000,000

　　　　　　〃 　（い第824号商工債） 110,000,000

　　　　　　〃 　（い第826号商工債） 70,000,000

　　    　　〃   （い第827号商工債） 90,000,000

　　　　　　〃 　（い第834号商工債） 80,000,000

　　　　　　〃 　（い第835号商工債） 390,000,000

　　　　　　〃 　（い第836号商工債） 20,000,000

       定期預金　商工中金津　№0061638 896,338,499

         近代化基金引当資産合計 2,466,338,499

      施設運営基金引当資金

       有価証券　商工中金津 340,000,000

　　　   商工債券（い第787号商工債） 10,000,000

　　　　　　〃 　（い第790号商工債） 40,000,000

　　　　　　〃 　（い第823号商工債） 20,000,000

　　　　　　〃 　（い第834号商工債） 20,000,000

　　　　　　〃 　（い第835号商工債） 30,000,000

　　　　　　〃 　（い第838号商工債） 220,000,000

       定期預金　商工中金津　№0061638 289,368,843

         施設運営基金引当資金合計 629,368,843

      建物

         桑員地区輸送サービスセンター (144.35㎡) 7,410,502

         北部輸送サービスセンター (941.88㎡) 44,972,176

         鈴鹿地区輸送サービスセンター (145.45㎡) 8,011,396

         トラック会館 (1120.24㎡) 34,538,555

         本部物置 (172.34㎡) 21,786,162

         本部立体駐車場 (684.06㎡) 3,050,000

         松阪地区輸送サービスセンター (200.54㎡) 10,564,685

         南勢地区輸送サービスセンター (77.76㎡) 1,529,776

         伊賀地区輸送サービスセンター (284.4㎡) 4,584,394

         尾鷲研修センター (255.75㎡) 2,780,959

         建物合計 139,228,605

         車両 5台 2,447,267

         什器備品 10,552,751

         電気設備 16,535,223

         給排水衛生ガス設備 4,159,430

         空調設備 18,307,995

         火報防火戸設備 4

         特定資産合計 3,977,611,609



金　　　額科　　目

  (3)その他固定資産

      建物

         建物　北部輸送ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ (941.88㎡) 1,003,051

         建物　本部立体駐車場 (684.06㎡) 23,302,043

         建物合計 24,305,094

         什器備品合計 2,972,376

         給排水衛生ガス設備合計 1,287,014

      事業継続積立金

       有価証券　商工中金津　商工債券(い号第787号･838号) 40,000,000

       定期預金　商工中金津　№0061620 253,000,000

　　　 定期預金　百五銀行津駅前　№1047536 （亀山ＴＳ） 8,000,000

         その他固定資産合計 329,564,484

         固定資産合計 4,611,686,315

         資産合計 4,628,468,341

Ⅱ  負債の部

 1. 流動負債

     預り金 7,183

         流動負債合計 7,183

 2. 固定負債

     退職給付引当金 93,853,886

         固定負債合計 93,853,886

         負債合計 93,861,069

         正味財産 4,534,607,272


