
公益財団法人　上原美術館 （単位:円）

- 1 -

財産目録
2020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 運転資金として保有している。           656,013

預金 普通預金        57,754,369

  静岡銀行下田支店 運転資金として保有している。        11,780,687

  三井住友銀行 運転資金として保有している。        32,055,992

  　高田馬場支店

  静岡銀行下田支店 入館料の預入として保有している。        11,989,953

  （入館料）

  静岡銀行下田支店 図録等販売物の預入として保有している。         1,927,737

  （図録販売）

未収金 伊豆急トラベル他 未収入館料。            43,200

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         5,401,280

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。        11,754,167

流動資産合計        75,609,029

(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　3949㎡ 使用。管理業務との共通使用している。

  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　1776.29㎡ アトリエ（旧仮事務所）、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し

  ている。

建物       795,579,307

  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       793,960,318

  使用している。

  近代館3階建1127.44㎡ 公益業務と管理業務での併用使用している。

  仏教館2階建1321.35㎡ 公益業務に使用している。

  アトリエ155.51㎡ 公益業務に使用している。

  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         1,618,989

  管理棟平屋建2棟 して使用している。管理棟として管理業務に

  174.89㎡ 使用している。

建物付属設備       320,734,800

  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       281,873,858

  （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している。

  建物附属設備 同上 公益目的保有財産であり、公益事業の施設付        38,860,942

  （一般） 属設備として使用している。

  管理業務と共通使用している。

構築物        55,901,227

  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        55,901,227

  設備及び緑化施設等として使用している。

  管理業務と併用使用している。
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

什器備品        50,026,287

  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        50,026,287

  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

  定期預金（指定） 三井住友銀行 公益目的保有財産であり基本財産とし設立時     1,200,000,000

  　高田馬場支店 より保有しているもので運用益を事業の財源

  定期預金 として使用している。

投資有価証券    25,896,000,000

  投資有価証券 大正製薬ホールディン 公益目的保有財産であり寄付により受け入れ    25,896,000,000

  (指定） グス株式会社 た株式であり、長期間保有する事により、配

  390万株 当金を公益事業の財源として使用している。

  ＠6640円

美術品     8,835,442,467

  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     6,457,957,042

  絵画他　349点 の公益事業に供している。

  内、不可欠特定財産は280点

  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     2,377,485,425

  絵画他124点 の公益事業に供している。

  内、不可欠特定財産は91点

特定資産

退職給付引当資産        31,247,112

  退職給付引当資産 静銀銀行下田支店 職員の退職金支給に備えたもの。        31,247,112

  (一般) 定期預金

減価償却引当資産       750,889,913

  減価償却引当資産 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       750,889,913

  (一般) 　高田馬場支店 して管理されている預金。

  定期預金

美術品収集引当資産       154,300,206

  美術品収集引当資 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。       154,300,206

  産（指定） 定期預金

その他固定資産

建物         9,752,917

  建物(一般) 下田市宇土金370-3 公益目的保有財産であり、公益事業の施設に         9,752,917

  アトリエ改装 使用している。

建物付属設備        23,925,787

  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美術館等の建物付属        23,925,787

  （一般） 設備として使用している。

構築物        53,343,105

  構築物（一般） 下田市宇土金341他 公益目的保有財産で有り美術館のフェンス廻        53,343,105

  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。

車両運搬具           495,322

  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           495,322

  （一般） スズキ・エヴリー1台 務に使用している。

什器備品        27,146,347

  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        27,146,347

  金庫等併用使用している。
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

美術資料         5,243,282

  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         5,243,282

  書簡他　49点 「書簡」等に使用している。

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 伊豆太陽農業協同組合 建物共済掛金の積立金。         3,910,938

保証金 セコム㈱ 公益目的保有財産であり防犯保守契約の差入            50,000

保証金として保有している。

固定資産合計    38,302,394,526

資産合計    38,378,003,555

(流動負債)

未払金 鹿島建物総合管理㈱ 美術館建物管理保守料他期末の未払金として           450,488

他3社 計上している。

預り金 静岡労働局に支払うも 職員の雇用保険の預り金。           155,672

の

賞与引当金         4,170,000

  事業費賞与引当金 職員に対するもの 翌年度に支給する職員の賞与の内、支給対象         3,700,000

  期間が当年度に帰属する支払見込み額。

  管理費賞与引当金 職員に対するもの 翌年度に支給する職員の賞与の内、支給対象           470,000

  期間が当年度に帰属する支払見込み額。

未払消費税等 下田税務署に納付する 消費税納付の預り金           498,600

もの

流動負債合計         5,274,760

(固定負債)

退職給付引当金 職員に対する退職金の支払いに備えたもの。        31,247,112

  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。        29,426,590

  (事業費)

  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。         1,820,522

  (管理費)

固定負債合計        31,247,112

負債合計        36,521,872

正味財産    38,341,481,683


