財 産 目 録
令和２年３月３１日
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

公益財団法人 克念社
金額（円）

（流動資産）
現金
預金

手元保管
普通預金
荘内銀行本店
山形銀行鶴岡支店

定期預金

荘内銀行鶴岡南支店

債券

東北電力

運転資金として
運転資金として

流動資産合計
（固定資産）
基本財産

株式計

公益目的保有財産であり、運用益を
育英事業の財源として使用している。
公益目的保有財産であり、運用益を
文化財公開事業の財源として使用し
運用益を法人の管理運営の用に供し
ている。

フィデアHD 7,000株
㈱山形銀行 200株
金屋㈱ 300,000株
羽前絹練㈱ 486,000株
東北撚糸㈱ 225,920株
㈱セバック 150株
㈱荘内ハウジング 2,000株
㈱庄交ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 24,000株
鶴岡ガス㈱ 36,000株
㈱荘内日報社 2,400株
㈱山形新聞社 304株
㈱さくらんぼテレビ 200株
㈱テレビユー山形 200株

〃

建物

〃

17,897.41㎡ 鶴岡市馬場町
1-15、鶴岡市千石町3-7外
共用財産で共用割合が30％
17,897.41㎡ 鶴岡市馬場町
1-15、鶴岡市千石町3-7外
共用財産で共用割合が70％
4棟 鶴岡市馬場町1-15外の
丙申堂、鶴岡市本町一丁目
6-53外 共用財産で共用割
合が46％
4棟 鶴岡市馬場町1-15外の
丙申堂、鶴岡市本町一丁目
6-53外 共用財産で共用割
合が54％

建物減価償却引当預金

28,543,438
10,000,000
82,632,420
714,000
267,800
15,000,000
28,280,340
11,656,000
7,500,000
942,280
1,200,000
1,800,000
120,000
152,000
5,000,000
10,000,000
461,103,603

不動産計
土地

197,717
68,153,622
64,679,878
3,473,744
68,351,339

公益目的保有財産であり、文化財公
開事業に使用している。

122,468,863

収益事業及び管理運営の用に供して
いる。

285,760,680

公益目的保有財産であり、文化財公
開事業に使用している。不可欠特定
財産である。

24,279,250

収益事業及び管理運営の用に供して
いる。

28,594,810

建物の減価償却分の預金。

8,930,000

特定資産
定期預金

荘内銀行

株式

フィデアHD 280,176株

若葉奨学資金預金

荘内銀行本店

不動産計

1

公益目的事業の育英事業に使用を
定められて遺贈された特定資産であ
る。
公益目的事業の育英事業に使用を
定められて遺贈された特定資産であ
る。
公益目的事業の育英事業に使用を
定められて遺贈された特定資産であ
る。

20,000,000
28,577,952
4,041,299
47,353,155

土地
建物
構築物

1,631.12㎡鶴岡市馬場町6-15
外
自用家屋239.1㎡鶴岡市馬場
町6-27外
鶴岡市馬場町6-15、6-27の
消雪用井戸ポンプ、駐車場舗
装、さく井工事一式

公益目的事業の育英事業に使用を
定められて遺贈された特定資産であ
公益目的事業の育英事業に使用を
定められて遺贈された特定資産であ
公益目的事業の育英事業に使用を
定められて遺贈された特定資産であ
る。

40,982,028
1,935,544
4,435,583

その他の固定資産
定期預金

荘内銀行

定期積金（長期）

荘内銀行

運用益を法人の管理運営の用に供し
ている。
運用益を法人の管理運営の用に供し
ている。
公益目的保有財産であり、運用益を
育英事業及び文化財公開事業の財
源として使用している。

株式計
フィデアHD 1,493,000株
㈱山形銀行 20,000株
富士通㈱ 10,000株
㈱ＴＢＳ 5,000株
㈱HMT 100株
村上市森林組合 3,404口
出羽庄内森林組合 1,213口
温海町森林組合 565口

大和証券G本社
三菱東京UFJＦＧ
ソフトバンクG
みずほＦＧ
コンコルディアＦＧ
オリックス
東北電力

建物
構築物

備品
山林
林道
立木
貸費学資金
長期前払保険料
建物付属設備
新会計ソフト
一括償却資産

4,575,500

70,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
15,000,000
5,000,000
330,180,947

不動産計
土地

196,389,900

3,404,000
606,500
565,000
運用益を法人の管理運営の用に供し
ている。

公社債計

3,400,000

152,286,000
26,780,000
9,755,000
7,520,000
48,900
公益目的保有財産であり、運用益を
山林事業の財源として使用している。

出資金計

35,000,000

2,265.92㎡ 鶴岡市本町一丁
目6-53,同6-54,同6-75外
3棟 鶴岡市本町一丁目6-53
外,同6-54,鶴岡市泉町6-20

収益事業及び管理運営の用に供して
いる。
収益事業及び管理運営の用に供して
いる。
丙申堂の塀は備忘価額1円、これは
文化財丙申堂内の塀、本町
公益目的保有財産であり、文化財公
一丁目駐車場の消雪用付帯
開事業に使用している。駐車場付帯
設備
設備は収益事業及び管理運営の用
鶴岡市本町一丁目6-53外建
収益事業及び管理運営の用に供して
物内の電気設備一式、釈迦
いる。
堂ティーハウス内椅子テーブ
公益目的保有財産であり、運用益を
774町
山林事業の財源として使用している。
公益目的保有財産であり、運用益を
山林事業の財源として使用している。
公益目的保有財産であり、運用益を
山林事業の財源として使用している。
公益目的保有財産であり、育英事業
の用に供している。
収益事業及び管理運営の用に供して
いる。
収益事業及び管理運営の用に供して
いる。
法人の管理運営の用に供している。
荘内ハウジング エアコン取り付け

固定資産合計

2

69,579,247
36,046,385
1,120,001

7,848,282
104,490,670
15,400,080
95,696,282
169,073,000
8,359,244
1
334,800
270,000
1,508,765,259

資産合計
（流動負債）

1,577,116,598
預り金
仮受金
未払法人税等
未払消費税等

県・市民税の預り分（二名分）
収益事業に係る法人税の未払い分
収益事業に係る消費税の未払い分

流動負債合計
（固定負債）
従業員2名に対する退職金の支払い
に備えたもの

退職給付引当金

従業員に対するもの

受入保証金

㈱庄交コーポレーション、ＮＨ
収益事業の土地賃貸に係る保証金
Ｋ文化センター外

固定負債合計
負債合計
正味財産

22,600
0
3,012,200
442,500
3,477,300
5,450,000
29,070,000
34,520,000
37,997,300
1,539,119,298
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