
（単位:円）

場所・物量等 使用目的等 金        額

  現金 手元保管 運転資金として 346,207

  預金 普通預金 139,860,235

      青森銀行　本店 運転資金として 119,715,082

      青森銀行　本店（会館） 特別会費分 1,207,500

      みちのく銀行　本店（会館） 特別会費分 0

      青森銀行　本店（収益） 収益事業 12,873,936

  青森銀行　本店（その他） 引去、日歯福共、日歯年金、みちのく共済 6,063,717

    　みちのく銀行　本店（その他） 東北歯連会費分 0

  未収金 7,053,145

    当 期 末 未 収 入 金 令和3年度在宅歯科医療連携室整備事業 委託料未収分 1,631,215

令和3年度青森県歯科医療安全管理体制推進事業 委託料未収分 674,000

令和3年度働き盛り世代の歯科健診充実強化事業 委託料未収分 1,568,000

令和3年度障害児者歯科保健支援体制強化事業 委託料未収分 725,330

令和3年度障害児者歯科医療技術者養成事業 委託料未収分 432,622

令和3年度糖尿病と歯周病に関する県民公開講座事業 委託料未収分 1,769,312

事業所歯科健診関係 未収分 14,100

青森市歯科医師会送料負担分 未収分 13,845

令和4年4月号　青歯会報広告登載料 未収分 46,000

県歯連盟旅費 県歯連盟からの未入分 5,000

有料駐車場電気料 収益事業からの振替分 8,502

令和3年度A会員会費 未収分 84,500

令和3年度特別会費A 未収分 15,000

令和3年3月分 雇用保険料戻入れ 時間外手当負担分 259

令和3年度県外出張時傷害保険料 確定精算による保険料過納分 62,280

令和3年度県内行事参加者傷害保険料 確定精算による保険料過納分 3,180

  前払金 233,250

令和4年度県内行事参加者傷害保険料 次年度契約分 112,000

令和4年度県外出張時傷害保険料 次年度契約分 90,100

職員制服代 次年度購入分 31,150

  立替金 10,900

関税・通関税代金 高雄市牙医師公会負担分 10,900

147,503,737

    土地(有料駐車場)  　498.47㎡　青森市青柳1-2-9 収益事業の有料駐車場として使用している 8,674,600

定期預金

  退職死亡給付積資産 　青森銀行（本店） 職員6名に対する退職金の支払いに備えたもの 38,954,190

  減価償却積立資産 　青森銀行（本店） 減価償却した備品等購入に備えたもの 25,617,593

  施設設備積立資産 　青森銀行（本店） 施設設備の購入・管理に備えたもの 54,822,524

  災害等積立資産 　青森銀行（本店）
甚大な災害により被災した会員の見舞金として備え
たもの 6,000,291

  財政運営資金積立資産 　青森銀行（本店）
円滑な事業等の運営に支障をきたさないために備え
たもの 2,500,291

    特定資産

  (固定資産)

    基本財産

   流動資産合計

  (流動資産)

財産目録
令和 4年 3月31日現在

貸借対照表科目

一般社団法人青森県歯科医師会
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場所・物量等 使用目的等 金        額貸借対照表科目

  建物  　1808.62㎡　青森市青柳1-3-11 本会会館として使用している 153,247,605

  構築物 740,308

有 料 駐 車 場 　アスファルト舗装 収益事業の有料駐車場の舗装 14,703

    有 料 駐 車 場 　バリカー照明 収益事業の有料駐車場の照明（外灯） 31,946

    看 板 　柱式自立式看板 本会会館の目印とした、柱式自立式看板 38,680

カ ー ポ ー ト 　既成アルミ合金造 歯科支援車車庫 654,979

    車両運搬具 　車両運搬具 歯科支援車 1

  什器備品 　工具器具備品 事業に使用している 5,168,710

    土地(会館)  　1441.42㎡　青森市青柳1-3-11 本会会館及び駐車場として使用している 218,390,000

  ソフトウェア 　パソコンソフト及び会費等引去システム 事業等及び会費等引去に使用している 496,980

  電話加入権 　電話加入権 事業の通信手段として使用するために取得している 77,312

  保証金 50,000

      セコム 　機械警備契約の保証金 会館警備のために契約している 50,000

514,740,405

     資産合計 662,244,142

  未払金 995,525

当 期 末 未 払 金 令和3年度在宅歯科医療連携室整備事業 経費未払分 418

令和3年度青森県歯科医療安全管理体制推進事業関係 経費未払分 2,339

令和3年度障害児者歯科保健支援体制強化事業 経費未払分 237,843

令和3年度糖尿病と歯周病に関する県民公開講座 経費未払分 129,291

令和3年度事業所歯科健診料 健診料未払分 43,938

主管地区学術講演会助成金 未支給分 100,000

学校歯科保健優良校表彰用額 未払分 3,683

学校歯科委員会だより 未払分 163,350

令和4年3月分公務外出費用補填 未支給分 1,156

有料駐車場電気料 他共通事業へ未振替分 8,502

令和4年3月分時間外手当 未支給分 86,189

事業費-通信費用 未払分 177,663

管理費-通信費用 未払分 41,153

前受金 3,030

会館使用料 令和4年度使用料分 3,030

  預り金 6,063,717

№16097（引去口座）残高 保険料等預り口座 53,296

№16146（日歯年金）残高 拠出金預り口座 1,320,000

№27787（みちのく共済）残高 負担金預り口座 924,921

№619576（日歯福共）残高 負担金預り口座 3,765,500

    

7,062,272

  長期借入金 　青森銀行　本店 建物(会館)を取得したための借入れ 52,557,962

  退職給付引当金 　職員に対するもの
職員6名に対する退職金の支払いに備
えたもの 38,954,190

91,512,152

     負債合計 98,574,424

     正味財産 563,669,718

   固定負債合計

  (固定負債)

   流動負債合計

  (流動負債)

   固定資産合計

   その他固定資産
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