
（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（法人会計） 182,457

運転資金（収益事業） 111,195

預金 普通預金

　　商工中金　福岡支店 運転資金（法人会計） 874,999

運転資金（公益事業） 3,464

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 運転資金（法人会計） 86,576,032

運転資金（収益事業） 5,694,386

運転資金（収益事業） 16,448,651

　　西日本シティ銀行

          博多駅東支店 運転資金（公益事業） 459,015

運転資金（共益事業） 13,636

普通預金

　　西日本シティ銀行 運転資金（公益事業・共益事業・ 7,043,015

          博多駅東支店 法人会計）

未収会費 会費未収分 15,593,835

未収協力金 輸送情報発行協力費 45,000

未収金 貸会議室料 65,000

売掛金 運輸関連様式等 324,964

商品 運輸関連様式等 1,117,003

貯蔵品 発送用郵券 14,070

発送用郵券 171,437

流動資産合計 134,738,159

（固定資産）

　　特定資産 退職給付引当資産 普通預金

　　西日本シティ銀行

          博多駅東支店 28,593,146

普通預金

　　商工中金　福岡支店 50,000,000

記念事業積立金 普通預金 創立記念事業支払準備資金

　　西日本シティ銀行 （特定費用準備資金）

          博多駅東支店 　　　　（その他事業） 1,300,459

定期預金

　　西日本シティ銀行 （特定費用準備資金）

          博多駅東支店 　　　　（その他事業） 30,049,541

財政調整積立金 普通預金 （法人会計）

　　商工中金　福岡支店 10,989,500

利付金融債 （法人会計）

　　商工中金　福岡支店 50,000,000
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場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

定期預金 災害等対策資金（公益事業）

　　西日本シティ銀行

          博多駅東支店 10,000,000

利付金融債

　　商工中金　福岡支店 50,000,000

定期預金 施設小修理準備資金（収益事業）

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 8,690,000

普通預金 施設管理運営費等支払準備資金

　　福岡銀行 （法人会計）

　　　　　博多駅東支店 46,308,614

　　商工中金　福岡支店 1,091

施設取得資金 定期預金 資産取得資金

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 資産取得資金（収益事業） 52,169,336

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 資産取得資金（公益事業） 18,291,674

普通預金

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 資産取得資金（公益事業） 6,009,517

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 資産取得資金（収益事業） 16,000,000

近代化基金 普通預金

　　商工中金　福岡支店 20,595,438

普通預金

　　西日本シティ銀行

          博多駅東支店 226,236,575

定期預金

　　商工中金　福岡支店 870,000,000

利付金融債

　　商工中金　福岡支店 1,500,000,000

施設運営基金 普通預金

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 100,000,000

定期預金

　　商工中金　福岡支店 4,089,508

利付金融債

　　商工中金　福岡支店 950,000,000

利子補給資金 普通預金

　　商工中金　福岡支店 9,771,125

事業資金 普通預金

　　西日本シティ銀行

          博多駅東支店 81,505,974

近代化基金融資利子補給資金として使
用するもの。（公益事業・共益事業）

低公害車、及び環境対策機器等の導
入、並びにトラックターミナル等の物
流施設のほか、物流設備の導入伴う融
資利子補給のための基金（公益事業・
共益事業）

施設の維持・整備及び建て替えに使用
するもの。

緊急救援輸送対策
積立金

施設備品什器補修
引当資産

施設整備維持引当
資産

運輸事業振興助成事業の費用として使
用するもの。（交付金受領時期までの
つなぎ資金）
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場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

土地 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

235,480,000

1,071.24㎡

北九州市小倉北区西港町9番14
号

240,925,705

9,227.63㎡

飯塚市平恒宮の前169－1 81,884,532

11,861.49㎡

筑後市長浜2327番１他 124,653,330

4,937.16㎡

建物 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

224,243,271

鉄コ・陸・6F　4187.53㎡

（付属建物：内装含む）

北九州市小倉北区西港町9番14
号

405,725,807

鉄コ・陸・2F 1,988.09㎡

飯塚市平恒宮の前169－1 216,765,645

鉄コ・1F 1387.98㎡

筑後市大字長浜字下宿道2327
－1

195,315,443

鉄コ・陸・3F996.0㎡

建物付属設備 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

9,453,049

電気設備等各種設備16点

北九州市小倉北区西港町9番14
号

143,679,398

電気設備等各種設備13点

飯塚市平恒宮の前169－1 63,575,060

電気設備等各種設備17点

筑後市大字長浜字下宿道2327
－1

23,255,196

電気設備等各種設備11点

構築物 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

185,031

舗床他7点

北九州市小倉北区西港町9番14
号

95,642,986

舗装工事他7点

当協会北九州緊急物資輸送センタ－
（2F）。当協会の事業にかかる会議・
研修等を行い、当該地区の事業の拠点
である。一部空室を賃貸し、会議室に
ついては空き時間帯を貸し会議室とし
て有効利用している。（公益目的保有
財産・共用割合公益80%）

当協会筑豊緊急物資輸送センタ－。当
協会の事業にかかる会議・研修等を行
い、当該地区の事業の拠点である。一
部空室を賃貸し、会議室については空
き時間帯を貸し会議室として有効利用
している。（公益目的保有財産・共用
割合公益75%）

当協会総合会館（本部）の敷地。（公
益目的保有財産・共用割合公益60%）

当協会総合会館（本部）の電気設備等
各種設備。（公益目的保有財産・共用
割合公益60%）

当協会筑後緊急物資輸送センタ－。当
協会の事業にかかる会議・研修等を行
い、当該地区の事業の拠点である。一
部空室を賃貸し、会議室については空
き時間帯を貸し会議室として有効利用
している。（公益目的保有財産・共用
割合公益80%）

当協会北九州緊急物資輸送センタ－の
電気設備等各種設備。（公益目的保有
財産・共用割合公益80%）

当協会筑豊緊急物資輸送センタ－の電
気設備等各種設備。（公益目的保有財
産・共用割合公益75%）

当協会筑後地区の緊急物資輸送センタ
－の電気設備等各種設備。（公益目的
保有財産・共用割合公益80%）

当協会北九州緊急物資輸送センタ－の
構築物。（公益目的保有財産・共用割
合公益80%）

当協会総合会館（本部）の構築物。
（公益目的保有財産・共用割合公益
60%）

当協会北九州緊急物資輸送センターの
敷地。（公益目的保有財産・共用割合
公益80%）

当協会筑豊緊急物資輸送センターの敷
地。（公益目的保有財産・共有割合公
益75%）

当協会筑後緊急物資輸送センタ－の敷
地。（公益目的保有財産・共用割合公
益80%）

当協会総合会館（本部）。6Fのうち1F
を駐車場とし、1F・3F・5F・6Fの空き
室を賃貸し、会議室については空き時
間帯を貸し会議室として有効利用して
いる。（公益目的保有財産・共用割合
公益60%）
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構築物 飯塚市平恒宮の前169－1 37,758,843

塀外柵工事他6点

筑後市大字長浜字下宿道2327
－1

33,306,152

塀外柵工事他16点

県下8か所 2,702,930

ロードサイン

福岡市東区香椎浜3丁目みなと
百年公園内

213,154

トラックの森記念碑

車両運搬具 車両6台 469,971

機械設備 12,256,441

太陽光発電設備工事

飯塚市平恒宮の前169－1 6,232,379

太陽光発電設備工事

什器備品 当協会総合会館・各地区緊急
物資輸送センター

4,058,467

適性診断夜間視力計他12点

当協会総合会館・各地区緊急
物資輸送センター

7,479,997

屋内・屋外防犯カメラ他12点

当協会総合会館・各地区緊急
物資輸送センター

9,266,300

無線設備他46点

電話加入権 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

（公益目的保有財産・共用割合公益
63%）

340,000

下水道施設利用権 飯塚市平恒宮の前169－1 538,031

筑後市大字長浜字下宿道2327
－1

17,844

ソフトウェア 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

106,771

長期前払費用 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

パトロール車リサイクル料（公益目的
保有財産・共用割合公益100%）

11,440

北九州市小倉北区西港町9番14
号

太陽光発電工事負担金（公益目的保有
財産・共用割合公益80%）

260,997

当協会筑後地区の緊急物資輸送センタ
－の下水道施設利用権。（公益目的保
有財産・共用割合公益80%）

情報伝達システム及び給与システムで
ある。（公益目的保有財産・共用割合
公益39%）

当協会筑豊地区の緊急物資輸送センタ
－に設置している太陽光発発電設備。
（公益目的保有財産・共有割合公益
75%）

当協会の備品。（公益目的保有財産・
共用割合公益40%）

当協会の備品。（公益目的保有財産・
共用割合公益39%）

当協会筑豊地区の緊急物資輸送センタ
－の下水道施設利用権。（公益目的保
有財産・共用割合公益75%）

当協会の備品。（公益目的保有財産・
共用割合公益100%）

公益目的事業である貨物自動車運送適
正化事業に使用するパトロール車。
（公益目的保有財産・共用割合公益
100%）

当協会筑豊緊急物資輸送センタ－の構
築物。（公益目的保有財産・共用割合
公益75%）

当協会筑後地区の緊急物資輸送センタ
－の構築物。（公益目的保有財産・共
用割合公益80%）

県下8か所に設けている安全運転を呼
び掛けるロードサイン。（公益目的保
有財産・共用割合公益100%）

トラックの森事業（環境対策事業の一
環として植林等を行うもの）実施時に
設置した記念碑。（公益目的保有財
産・共用割合公益100%）

北九州市小倉北区西港町9番14
号

当協会北九州地区の緊急物資輸送セン
タ－に設置している太陽光発発電設
備。（公益目的保有財産・共有割合公
益80%）

― 4 ―



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

その他の固定
資産

建物付属設備 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

当協会総合会館（本部）の空調設備等 408,479

車両運搬具 1台 1

什器備品 総務部門備品9点 332,654

収益事業関連備品4点 42,354

ソフトウェア 事業者管理システム 法人会計 14,750,000

会費管理システム 法人会計 819,328

給与計算システム 収益事業、法人会計 371,520

電話加入権 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

収益事業、法人会計 510,000

8回線

長期前払費用 車両リサイクル料 18,290

敷金 福岡交通会館（千早分室） 2,079,000

有価証券 日本トラック興業㈱株式 関係法人株式（法人会計） 1,300,000

交通会館㈱株式 関係法人株式（法人会計） 100,000

固定資産合計 6,337,137,294

資産合計 6,471,875,453

（流動負債） 未払金 給与未払金等 12,257,058

前受金 テナント家賃前受金（収益事業） 144,100

預り金 労働保険預り金 225

流動負債合計 12,401,383

（固定負債） 預り敷金 テナント敷金（収益事業） 3,819,260

退職給付引当金 全会計分 78,593,146

固定負債合計 82,412,406

負債合計 94,813,789

正味財産 6,377,061,664
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