
（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） 65,878

運転資金（収益事業） 102,956

預金 普通預金

　　商工中金　福岡支店 運転資金（法人会計） 701,943

運転資金（公益事業） 356

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 運転資金（法人会計） 94,560,701

運転資金（収益事業） 5,432,763

運転資金（収益事業） 17,030,751

　　西日本シティ銀行

          博多駅東支店 運転資金（公益事業） 306,503

運転資金（共益事業） 6,600

通知預金

　　西日本シティ銀行 運転資金（公益事業、共益事業、 6,814,473

          博多駅東支店 　　　　　　法人会計）

未収会費 会費未収分 15,831,975

未収協力金 輸送情報発行協力費 45,000

未収金 貸会議室料（1件） 12,000

出向職員給与負担金（全日本トラック
協会）

296,009

前払金 会場賃借料前払い 15,000

売掛金 運輸関連様式等 566,087

商品 運輸関連様式等 1,110,880

貯蔵品 発送用郵券 11,480

発送用郵券 207,154

流動資産合計 143,118,509

（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 29,288,918

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） 2,000,000

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） 28,049,541

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

緊急救援輸送対策
積立金

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

施設備品什器補修
引当資産

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

施設整備維持引当
資産

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） 16,000,000

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 資産取得資金（収益事業） 20,169,336

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 資産取得資金（公益事業） 3,341,885

　　福岡銀行

          博多駅東支店 資産取得資金（公益事業） 7,309,157

　　福岡銀行

          博多駅東支店 資産取得資金（公益事業） 1,427,564

普通預金

　　福岡銀行

　　　　　博多駅東支店 資産取得資金（公益事業） 6,213,068

　　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 258,235,358

定期預金

　　商工中金　福岡支店 510,000,000

利付金融債

　　商工中金　福岡支店 1,900,000,000

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

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。



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

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 169,252,075

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７番
地１

211,541,500

2,348.57㎡

直方市下新入552番地2、553番
地1

70,454,277

1,208.86㎡

飯塚市平恒宮の前169－1 81,884,532

11,861.49㎡

筑後市長浜2353番地6 34,627,140

751.30㎡

筑後市長浜2327番１他 124,653,330

4,937.16㎡

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）

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）

公益目的保有財産であり、１Fの一部
を駐車場とし、建物（６F）の敷地で
ある。運輸事業振興助成交付金等によ
る運輸事業振興助成交付金事業の為の
施設であり、輸送サービスセンター兼
緊急物資輸送センタ－として使用。建
物は一部、運輸関連団体等に賃貸し、
会議室も空き時間につき貸し会議室と
して有効利用している。（共用割合公
益60%）

当協会北九州地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の敷地で
ある。公益目的保有財産であり、建物
（２F）の敷地である。建物は一部運
輸関連団体に賃貸し、会議室は空き時
間につき貸し会議室として有効利用し
ている。　（共用割合公益70%）

当協会筑豊地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の敷地で
ある。平成25年8月、飯塚市に筑豊緊
急物資輸送センターがオープンし移転
したため、現在空き家となっている。
公益目的保有財産である。

当協会筑豊地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－敷地であ
り、建物は一部運輸関連団体に賃貸
し、会議室は空き時間につき貸し会議
室として有効利用する。（共有割合は
建物の面積割合より、公益80%）

当協会筑後地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の敷地で
ある。平成23年に同じ町内に筑後緊急
物資輸送センターを完成させたため、
本施設は、緊急物資輸送訓練時等の駐
車場として利用。

当協会筑後地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の敷地で
あり、建物（２F）の敷地である。建
物は一部運輸関連団体に賃貸し、会議
室は空き時間につき貸し会議室として
有効利用している。（公益目的保有財
産、共用割合公益80%）



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

建物
福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

234,809,705

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７番
地１

31,424,915

鉄コ・陸・２F 856.16㎡

付属建物

鉄骨・板・平　車庫72.80㎡

直方市下新入552番地2、553番
地1

7,305,937

鉄コ・陸・２F 228.84㎡

飯塚市平恒宮の前169－1

鉄コ・1F 1387.98㎡ 223,261,396

筑後市大字長浜字下宿道2353-
6

9,616,850

鉄コ・陸・3F 307.7㎡

筑後市大字長浜字下宿道2327
－1

201,742,464

鉄コ・陸・2F996.0㎡

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）の電気設備等
各種設備である。

電気設備等各種設備17点 12,534,437

北九州市小倉北区西港町７番
地１

電気設備等各種設備13点 1,821,581

直方市下新入552番地2、553番
地1

電気設備等各種設備11点 1,218,000

当協会筑後地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－（３Ｆ）
である。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
であったが、近接地に新たに筑後緊急
物資輸送センターをオープンさせたた
め、本建物は、緊急物資輸送訓練等の
イベント時等に使用。（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%）

当協会北九州地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－（２Ｆ）
である。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70%）

当協会筑豊地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－（２Ｆ）
である。平成25年8月、飯塚市に筑豊
緊急物資輸送センターがオープンし移
転したため、現在空き家となってい
る。公益目的保有財産である。

当協会筑豊地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－である。
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%）

当協会筑後地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－である。
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%）

当協会北九州地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の電気設
備等各種設備である。

当協会筑豊地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の電気設
備等各種設備である。



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

飯塚市平恒宮の前169－1

電気設備等各種設備16点 73,594,209

筑後市大字長浜字下宿道2353-
6

電気設備等各種設備7点 306,865

筑後市大字長浜字下宿道2327
－1

電気設備等各種設備10点 28,055,831

構築物
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）の構築物であ
る。

舗床他8点 207,664

直方市下新入552番地2、553番
地1

門扉工事他3点 682,224

飯塚市平恒宮の前169－1

塀外柵工事他６点 44,736,406

筑後市大字長浜字下宿道2327
－1

塀外柵工事他17点 39,329,820

県下8か所 3,364,308

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

トラックの森記念碑 229,444

車両運搬具
福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

車両6台 751,107

機械設備 飯塚市平恒宮の前169－1

太陽光発電設備工事 7,066,188

什器備品
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）の備品であ
る。

金庫他29点 990,535

北九州市小倉北区西港町７番
地１

会議用テーブル他6点 526,440

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であ
る。（公益目的保有財産、共用割合
100%）

当協会筑豊地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の電気設
備等各種設備である。

当協会筑後地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の電気設
備等各種設備である。

当協会筑後地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の電気設
備等各種設備である。

当協会筑豊地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の構築物
である。

当協会筑豊地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の構築物
である。

当協会筑後地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の構築物
である。

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である。（公
益目的保有財産、共用割合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100%）

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で
ある。（共有割合　公益80%）

当協会北九州地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の備品で
ある。
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直方市下新入552番地2、553番
地1

音響設備他3点 3

飯塚市平恒宮の前169－1

テーブル他14点 3,993,287

筑後市大字長浜字下宿道2327
－1

テーブル他13点 6,992,180

当協会4施設 災害・緊急時の通信確保用。

衛星携帯電話5台 629,082

MCA無線装置（交換分） 231,942

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63%） 340,000

下水道施設利用権 飯塚市平恒宮の前169－1
585,818

筑後市大字長浜字下宿道2327
－1

92,793

ソフトウェア 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

1,227,445

長期前払費用 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

11,440

建設仮勘定 北九州市小倉北区西港町７番
地１

659,222,845

その他の固定
資産

建物付属設備 直方市下新入552番地2、553番
地1

筑豊輸送サービスセンター上水道敷設
工事

683,189

車両運搬具 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

総務部門使用
127,043

１台

什器備品 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

総務部門備品10点 571,338

収益事業関連備品6点 70,589

ソフトウェア 福岡市博多区博多駅東1丁目
191番地

会費管理システム 法人会計 1,043,560

給与計算システム 収益事業、法人会計 345,502

事業者管理システム 収益事業、法人会計 173,262

販売管理システム 収益事業 96,600

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%）

各種事業実施のための事業者管理シス
テム、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%）

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%）

建設予定の北九州緊急物資輸送セン
ターの土地代金支払額。（公益目的保
有財産、共用割合公益80%）

当協会筑豊地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の備品で
ある。

当協会筑豊地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の備品で
ある。

当協会筑後地区の輸送サービスセン
ター兼緊急物資輸送センタ－の備品で
ある。

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80%）



場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

建設仮勘定
北九州市小倉北区西港町７番
地１

収益事業 204,140

　収益部門負担分

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 6,620,003,193

資産合計 6,763,121,702

（流動負債） 未払金 給与未払金 12,210,513

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 3,521

流動負債合計 12,358,134

（固定負債） 預り敷金 テナント敷金（収益事業） 3,638,160

退職給付引当金 全会計分 79,288,918

固定負債合計 82,927,078

負債合計 95,285,212

正味財産 6,667,836,490


