
(単位：円)　

　　負債合計 1,794,773
　　正味財産 150,437,755

0
固定負債合計 0

＜固定負債計＞

(固定負債)
流動負債合計 1,794,773

＜預り金計＞

3,969

175,875

預り金 職員 源泉所得税等 241,983
1,465,657

固定資産合計 146,809,065

＜未払金計＞

87,050

292,900

その他

国税庁 未払消費税等

107,645

46,957

美術館職員

アスクル

３月２１日～３１日分給料

消耗品

アサヒ燃料 燃料費

社会保険庁 雇用保険料等

Jサポート ホームページ更新等

草子堂 　同　上

98,865
企画室エール 　同　上 11,827

未払金 システム工房 収益事業の委託販売分等

　　資産合計 152,232,528
(流動負債)

250,237
＜その他の固定資産計＞ 487,352

工具器具備品 収益事業に使用している。

1,946,700

その他の固定資産 車両運搬具 公益目的保有財産である。 237,115

129,375,013

＜美術工芸品計＞ 1,946,700

美術工芸品 ガウディ椅子４脚
（別紙明細書）

認定前に取得した公益目的保有財産であり、
公益目的事業として作品を展示している。

＜絵画計＞

129,375,013

青森県信用組合七戸支店

＜定期預金計＞ 15,000,000
青い森信用金庫七戸支店

3,000,000
2,000,000
1,000,000

認定前に取得した公益目的保有財産であり、
公益目的事業として作品を展示している。

絵画

流動資産合計

基本財産 定期預金
(固定資産)

　同　上

21,150

クロチク商品

収１・物品販売事業の在庫である。

運転資金として

早春賦テレカ

金額

釣銭として

使用目的等

200,000

0

　同　上

8,978

　同　上 133,534

　同　上
ガチャポン

平成25年3月31日現在

財　産　目　録

現金預金

貸借対照表科目 場所・物量等

9,000,000

462,036

5,423,463

90,090

＜棚卸資産計＞

青森銀行七戸支店 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的
事業の財源として使用している。

その他

57,154

250,789
なぞなぞ工房商品 　同　上 11,581

90,090

絵馬テレカ

　同　上

絵画５９点
（別紙明細書）

みちのく銀行七戸支店 　同　上
　同　上

　普通預金

棚卸資産

4,555,916
＜現金預金計＞ 4,777,066

青森銀行七戸支店 運転資金として

(流動資産)

　現金（釣銭）
　小口現金 手元保管

手元保管

前払金
セコム　契約料 警備料

＜前払金計＞

電気料金 七戸物産館負担３月分電気料 94,271
立替金

94,271＜立替金計＞

465,200

看板のみやざわ 宇一年表作成料 50,000

消耗品費、修繕費等 125,369

241,983
前受金

未払費用

戸舘常務理事

社会保険庁

前売券購入代金
＜前受金計＞

財団負担社会保険料
＜未払費用計＞

32,500
32,500
54,633
54,633



財産目録の明細

財産種別
公益認定前取得
不可欠特定財産

公益認定後取得
不可欠特定財産

使用事業

絵画 ■鷹山宇一作品（３７点）
八甲田 1,200,000 公益目的事業
十和田湖 1,200,000 同　上
妹肖像 800,000 同　上
都会風景 4,000,000 同　上
花 1,000,000 同　上
花・遊蝶 3,200,000 同　上
静物 16,000,000 同　上
あざみの野 18,000,000 同　上
海浜の静物 30,000,000 同　上
早春賦 10,800,000 同　上
黎明の静物 18,000,000 同　上
緑園静物 9,600,000 同　上
若き花 200,000 同　上
芍薬 100,000 同　上
双蛯油彩図 100,000 同　上
不明　雲に吠える犬 100,000 同　上
めざめ 1,260,000 同　上
海の誕生 2,200,000 同　上
湖畔の花 1,500,000 同　上
森の馬 1,000,000 同　上
トルソ 550,000 同　上
機械と虫 200,000 同　上
機械と鳥 200,000 同　上
顔　１ 200,000 同　上
顔　２ 200,000 同　上
顔　３ 200,000 同　上
顔　４ 200,000 同　上
ﾄﾙｸﾞｰﾄ公女ｾﾀﾞﾙ･ﾁｬﾌﾞ姫 200,000 同　上
行く花 200,000 同　上
失題 200,000 同　上
遊蝶花 100,000 同　上
遊蝶花 100,000 同　上
静物 1,000,000 同　上
遊蝶・花 1,000,000 同　上
放牧地への道 1 同　上
盛田牧場・南部曲家 1 同　上
みなとの朝 1 同　上

小計 124,810,003
■鳥谷八幡（６点）
題不明（神農、挿秧、秋収） 420,000 公益目的事業
達磨 525,000 同　上
緑蔭釣徒　十和田奥入瀬 200,000 同　上
松島五大堂之月影 50,000 同　上
奇湯蔦之中八甲田山中私見 50,000 同　上
還暦偶成自画像 1 同　上

小計 1,245,001
■上泉華陽（２点）
根岸競馬場 600,000 公益目的事業
走馬 70,000 同　上

小計 670,000
■佐藤照三郎（１点）
花 200,000 公益目的事業

小計 200,000
■濱田進（４点）
広場のひめごと 1,300,000 公益目的事業
花降る広場 500,000 同　上
ヴェネチア 300,000 同　上
Menerbesの風 350,000 同　上

小計 2,450,000
■北村西望（１点）
午　うま 1 公益目的事業

小計 1
■工藤甲人（１点）
芽 1 公益目的事業

小計 1
■船越保武（１点）
少女 1 公益目的事業

小計 1
■平野四郎（１点）
浅虫・裸島 1 公益目的事業

小計 1
■織田廣喜（５点）
ストッキングの裸婦 1 公益目的事業
左向きの女性像 1 同　上
セーヌ川の夫人 1 同　上
五人の女性像 1 同　上
透けるドレスの女性像 1 同　上

小計 5
絵画合計 129,375,013

美術工芸品 ■ｱﾝﾄﾆｵ･ｶﾞｳﾃﾞｨ(ﾚﾌﾟﾘｶ)（４点）
バトリョーベンチ 824,000 公益目的事業
バトリョーチェアー 293,550 同　上
カルベットスツール 345,050 同　上
カルベットアームチェアー 484,100 同　上

合計 1,946,700

その他の公益目的保有財産


