
公益財団法人　上原美術館 （単位:円）

財産目録
平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額

(流動資産)

現金 手元保管 運転資金として 1,122,877

預金 普通預金 41,209,804

  静岡銀行下田支店 運転資金として 7,951,459

  三井住友銀行 運転資金として 28,275,969

  　高田馬場支店

  静岡銀行下田支店 入館料の預入 4,297,536

  （入館料）

  静岡銀行下田支店 図録等販売物の預入 684,840

  （図録販売）

未収金 伊豆急トラベル 未収入館料 18,720

出版物 図録、絵葉書等 来館者等への美術品に関する解説書等の頒布 7,766,573

及び販売

前払費用 保険料 建物及び美術品保険料の前払い 10,062,108

流動資産合計 60,180,082

(固定資産)

基本財産

土地 88,405,507

  土地(指定) 下田市宇土金341他 公益目的保有財産であり、公益事業の施設に 77,378,317

計9筆　3，949㎡ 使用している。管理業務との共通使用。

下田市宇土金348-1他 公益目的保有財産であり、美術館、事務所、

計10筆　1，776.29㎡ （仮事務所）、庭園、駐車場として使用して

いる。

  土地(一般) 下田市宇土金347-1他 公益目的保有財産であり、公益事業の施設に 11,027,190

計6筆　677.07㎡ 使用している。

管理棟建物用地として管理業務にも使用。

建物 398,768,090

  建物(指定) 下田市宇土金341 公益目的保有財産であり、公益事業の施設に 394,909,262

1，769.42㎡ 使用している。

上原近代美術館3階建 公益業務と管理業務での併用使用。

上原仏教美術館平屋建 公益業務に使用。H27年度一部除却損発生

〃美術館仮事務所 公益業務に使用。H27～29年建物改修中

  建物(一般) 下田市宇土金354-2他 公益目的保有財産であり、公益事業の施設と 3,858,828

して使用している。管理棟として管理業務に

使用している。

建物付属設備 60,012,082

  建物附属設備 下田市宇土金341他 公益目的保有財産であり、公益事業の施設附 9,561,159

  （指定） 美術館内 属設備として使用している。

管理業務との共通使用。

  建物附属設備 同上 H27年度仏教美術館改修に伴い一部除却損扱 50,450,923

  （一般） い。H29年更新建物完成であり、付属設備も

更新となる。

構築物 67,716,724

  構築物（指定） 下田市宇土金344-2他 公益目的保有財産であり、公益事業の浄化槽 67,716,724

設備及び緑化施設等としている。

管理業務と併用使用。H27年度仏教美術館改

修に伴い、一部除却損扱い。H29年更新建物

完成であり、構築物も更新となる。

什器備品 640,125

  什器備品(指定) 下田市宇土金341他 公益目的保有財産であり公益事業及び管理業 640,125

美術館内 務で使用している共有財産である。

定期預金     1,200,000,000



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額

  定期預金（指定）三井住友銀行 基本財産とし設立時より保有しているもので     1,200,000,000

　高田馬場支店 運用益を事業の財源として使用している。

定期預金

投資有価証券    35,256,000,000

  投資有価証券 大正HLDGS株式390万株 寄付により受け入れた株式であり、長期間保    35,256,000,000

  (指定） ＠9040円 有する事により、運用益を公益事業の財源と

している。

美術品     8,400,047,137

  美術品（指定） 美術館内収蔵 公益目的保有財産であり公益財団法人として     6,034,741,712

絵画他　328点 の公益事業に供している。

内、不可欠特定財産は280点である。

  美術品（一般） 美術館内収蔵 公益目的保有財産であり公益財団法人として     2,365,305,425

絵画他120点 の公益事業に供している。

内、不可欠特定財産は91点である。

建設仮勘定 577,087,200

  建設仮勘定 下田市宇土金351 仏教美術館改修に伴う建物および付属設備額 577,087,200

  （指定） の仮勘定。H29年度完成に伴い勘定整正

建物建設寄付金 65,558,800

  建物建設寄付金 三井住友銀行 仏教美術館改修に伴う寄付金 65,558,800

  （指定） 　高田馬場支店

通知預金

特定資産

退職給付引当資産 22,864,708

  退職給付引当資 静銀銀行下田支店 職員の退職給付引当金用に備えたもの。 22,864,708

  産(一般) 定期預金

減価償却引当資産 558,033,903

  減価償却引当資 三井住友銀行 公益事業の積立資産であり、資産取得資金と 558,033,903

  産(一般) 　高田馬場支店 して管理されている預金

定期預金 当期に基本財産の減価償却引当資産を特定資

産の減価償却引当資産へ振替ている

美術品収集引当資 142,951,706

産

  美術品収集引当 静岡銀行下田支店 美術品購入のために積立てているもの 5,151,500

  資産（一般） 定期預金

  美術品収集引当 静銀銀行下田支店 美術品購入のために積立てているもの 137,800,206

  資産（指定） 定期預金

建物建設積立資産 三井住友銀行 H29年度仏教美術館改修に伴う建物関係（建 210,000,000

　高田馬場 建物・付属設備）支払のための資金

定期預金

  建物建設積立資 180,000,000

  産(指定)

  建物建設積立資 30,000,000

  産(一般)

その他固定資産

建物付属設備 下田市宇土金341他 公益目的保有財産であり美術館等の建物附属 5,163,743

設備として使用している

  建物附属設備 5,163,743

  （一般）

構築物 11,622,551

  構築物（一般） 下田市宇土金341他 公益目的保有財産であり美術館のフェンス廻 11,622,551

りの植栽、境界フェンス及び駐車場関連の構

築物として使用している



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額

車両運搬具 1,433,821

  車両運搬具 スズキ・ソリオ1台 公益目的保有財産であり事業活動及び日常業 1,433,821

  （一般） スズキ・エヴリー1台 務に使用している。

什器備品 8,735,663

  什器備品（一般）美術館内 公益目的保有財産であり、展示ケース、書棚 8,735,663

金庫等併用使用。

美術資料 4,756,786

  美術資料(一般) 収蔵庫他 公益目的保有財産であり展示会に使用する「 4,756,786

書簡他　48点 書簡」等に使用している

建設仮勘定 下田市宇土金351 仏教美術館改修に伴う構築物等改修費用 10,729,000

ソフトウエア資産 2

  ソフト開発費 早稲田システム開発㈱ 公益目的保有財産であり収蔵品管理システム 2

・図書管理システムとして使用している。

保険積立金 JA伊豆太陽 建物共済掛金の積立金としている。 12,747,496

保証金 セコム㈱ 防犯保守契約の差入保証金 50,000

固定資産合計    47,103,325,044

資産合計    47,163,505,126

(流動負債)

未払費用 (有)STORK他 美術館リーフレットデザイン・印刷料、寄贈 1,400,924

美術品搬送代等

預り金 社会保険事務所 職員の所得税・社会保険料等の預り金 187,317

賞与引当金 4,464,662

  事業費賞与引当 翌年度に支給する職員10名の賞与の内、支給 3,483,997

  金 対象期間が当年度に帰属する支払見込み額

  管理費賞与引当 翌年度に支給する職員2名の賞与の内、支給 980,665

  金 対象期間が当年度に帰属する支払見込み額

流動負債合計 6,052,903

(固定負債)

退職給付引当金 職員に対するもの 職員10名に対する退職金の支払に備えたも 22,864,708

の。

  退職給付引当金 職員9名に対する退職金の支払いに備えたも 22,471,667

  (事業費) の

  退職給付引当金 職員1名に対する退職金の支払いに備えたも 393,041

  (管理費) の

固定負債合計 22,864,708

負債合計 28,917,611

正味財産    47,134,587,515




