
事業名：常盤同郷会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：　　円）
場所・物量等 使用目的等 金額

  （流動資産）

現金 手元保管  運転資金（合気道）として 3,984

手元保管(発券所)  運転資金（博物館事業）として 69,654

手元保管(学生寮)  運転資金（学生寮）として 100,537

手元保管(本部)  運転資金（物販事業）として 155

手元保管(本部)  運転資金（法人本部）として 3,117

普通預金 伊予銀行 本店  運転資金（柔道）として 305,516

伊予銀行 本店  運転資金（合気道）として 784,017

愛媛銀行 大街道  運転資金（博物館事業）として 269,707

愛媛信用金庫 本店     同上 56,671

伊予銀行 本店  運転資金（学生寮）として 2,149,814

青梅信金 東久留米     同上 233,961

東和銀行 東久留米     同上 8,016

伊予銀行 本店     同上 12,000

愛媛銀行 大街道  運転資金（物販事業）として 140,588

伊予銀行 本店  運転資金（法人本部）として 63,163

伊予銀行 大街道     同上 145,921

愛媛銀行 大街道     同上 142,931

定期預金 伊予銀行 大街道  運転資金（博物館事業）として 3,004,955

愛媛信用金庫 本店     同上 1,502,101

商品 発券所他  物販事業にかかる商品 218,784

9,215,592

  （固定資産）

      基本財産

定期預金 伊予銀行 大街道  公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 50,000

事業供用の財源として使用している。

建物 松山市歩行町2-3-6  下記のうち、67％は公益目的保有財産である。

    柔道場

       改修工事 4,125,698

    管理棟 （建物全体356.48㎡） 2,735,633

    秋山兄弟生誕地

       居住棟 6,582,119

       発券所 10,513

東久留米市中央  公益目的保有財産である。

          １丁目18-17     常盤学舎

       寮宿舎 1,033.84㎡ 1,644,002

       図書館増室 101,402

       改造・造作 6,891,324

       改修工事 12,721,450

       第二改修工事 25,629,345

       室内改修工事 2,544,453

       洗面所、浴室内装工事 147,027

       室内改修工事（H28年度） 1,926,360

構築物 松山市歩行町2-3-6  公益目的保有財産である。

    秋山兄弟生誕地

       銅像 10,793,447

       土間舗装 5

       塀、門扉 5

       外構工事 1

       庭園 603,728

       オ－ミ陶板 79,695

       掲示板 1

備品 松山市歩行町2-3-6  公益目的保有財産である。

    秋山兄弟生誕地

       古書 186,000

       鎧調度品 2,230,000

 財産目録 

令和  3 年  3 月 31 日現在（決算）

法人名：公益財団法人　常盤同郷会　　　　　　　　

貸借対照表科目

　流動資産合計



（単位：　　円）
場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

土地 松山市歩行町2-3-6  下記のうち、92%は公益目的保有財産である。

    柔道場,秋山兄弟生誕地、本部 10,000

 下記のうち、92%は公益目的保有財産である。

    常盤学舎 1,297,900

      その他固定資産

建物付属設備 松山市歩行町2-3-6  下記のうち、99%は公益目的保有財産である。

    柔道場

       電気設備 101,750

       給排水設備 110,751

       冷暖房換気設備 39,907

       道場・常夜灯ＬＥＤ化工事 540,788

    管理棟

       照明設備 5,749

    秋山兄弟生誕地

       電気設備 17,634

       外灯設備 28,274

       生家入口サイン工事 40,950

       洋式トイレ工事 246,379

備品 松山市歩行町2-3-6  下記のうち、61%は公益目的保有財産である。

    秋山兄弟生誕地

       耐火金庫 11,769

       防犯設備 2

       賽銭箱 2

       机・椅子 2

       テ－ブル他 2

       注意書き 2

       整理ケ－ス 2

       案内板 8,194

       発行所クーラー 2

       展示ショウケ－ス 2

       テレビ 2

       絵画 横江昌人 333,334

    法人管理

       音響設備一式 1

       物置 15,558

       デスクトップパソコンESPRIMO 77,688

       ノートパソコンLIFEBOOK 83,188

東久留米市中央  公益目的保有財産である。

          １丁目18-17     常盤学舎

       学生ホ－ル テレビ 1

       日立ﾙ-ﾑｴｱｺﾝ２０台 20

       ﾀﾞｲｷﾝﾙ-ﾑｴｱｺﾝ ５台 26,792

       ﾀﾞｲｷﾝﾘﾋﾞﾝｸﾞｴｱｺﾝ １台 236,419

       舎監室日立ｴｱｺﾝ １台 164,436

電話加入権 東久留米市中央  公益目的保有財産である。

          １丁目18-17     常盤学舎

       （０４２）４７１－００４７ 72,800

長期前払費用 松山市歩行町2-3-6  下記のうち、67%は公益目的保有財産である。

    法人管理

    あいおいﾆｯｾｲ同和損保 保険料前払 785,730

東久留米市中央  公益目的保有財産である。

          １丁目18-17     常盤学舎

       東京海上日動火災 保険料前払 484,262

83,742,500

92,958,092

  （流動負債）

未払金 松山市歩行町2-3-6  四国電力㈱ 電気代３月分 16,150

預り金 役職員等  源泉所得税 11,639

未払法人税等  法人市県民税 81,400

109,189

109,189

92,848,903

　　　負債合計

　　　正味財産

　固定資産合計

　　　資産合計

　流動負債合計


