
(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 運転資金として 2,291,905

預金 121,487,021

普通預金(七十七銀行北仙台支店) 運転資金として 4,185,316

普通預金
(あさひな農協大和ｲﾝﾀｰ支店)

　　〃 33,901

普通預金
(みずほ信託銀行仙台支店)

　　〃 3,538,803

普通預金
(三菱UFJ信託銀行仙台支店)

　　〃 1,115,461

普通預金(七十七銀行利府支店) 　　〃 79,849,235

大口定期預金
(あさひな農協大和ｲﾝﾀｰ支店)

　　〃 10,000,000

大口定期預金(仙台銀行本店) 　　〃 22,764,305

未収金 117,600,321

廃棄物処理手数料 107,953,740

未収利息 預金・債券等 9,351,341

未収消費税等 平成27年度精算額 175,253

その他 電気等使用料等 119,987

貯蔵品 埋立処理資材・切手・印紙等 4,554,303

245,933,550

(固定資産)

基本財産 150,521,996

投資有価証券 148,330,513

国庫債券138回
(野村證券仙台支店)

運用益を管理目的の財源としている 18,430,548

兵庫県公募地方債25年度19回
(野村證券仙台支店)

　　〃 49,947,000

大阪府公募地方債第357回
(大和證券仙台支店)

　　〃 19,952,965

大阪府公募地方債第393回
(三菱UFJ・MS証券仙台支店)

　　〃 60,000,000

定期預金 仙台銀行本店 運用益を管理目的の財源としている 2,191,483

特定資産 8,046,828,941
退職給付引当
資産

124,617,249

大口定期預金(仙台銀行本店)
職員退職給付引当資金。運用益を公益目的
事業及び管理目的の財源としている

569,645

普通預金(七十七銀行利府支店) 　　〃 6,064,614

新潟県公募地方債18年度1号
(大和證券仙台支店)

　　〃 18,098,190

東北電力社債第463回
(三菱UFJ・MS証券仙台支店)

　　〃 50,000,000

大阪府公募地方債第399回
(岡三証券仙台支店)

　　〃 49,884,800

特定災害防止
準備資産

1,734,900,000

金銭信託
(みずほ信託銀行仙台支店)

埋立終了後の維持管理資金。運用益を公益
目的事業及び管理目的の財源としている

497,900,000

金銭信託(三井住友信託銀行本店) 　　〃 1,237,000,000

維持管理積立
資産

その他投資(環境再生保全機構)
埋立終了後の維持管理資金。運用益を公益
目的事業及び管理目的の財源としている 1,236,076,000

財　　産　　目　　録
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流動資産合計



埋立維持管理
積立資産

2,930,897,999

大口定期預金(仙台銀行本店)
埋立終了後の維持管理資金。運用益を公益
目的事業及び管理目的の財源としている

9,300

普通預金(七十七銀行利府支店) 　　〃 253,383,567

譲渡性預金
(七十七銀行利府支店)

　　〃 330,000,000

譲渡性預金
(みずほ信託銀行仙台支店)

　　〃 400,000,000

譲渡性預金
(三菱UFJ信託銀行仙台支店)

　　〃 300,000,000

大阪府公募地方債第292回
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 49,995,000

大阪府公募地方債第294回
(SMBC日興証券仙台支店）

　　〃 49,994,582

大阪府公募地方債第381回
(SMBC日興証券仙台支店）

　　〃 99,728,966

国庫債券10回
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 196,815,165

東北電力社債第481回
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 100,000,000

第37回共同発行公募地方債
(みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券仙台支店)

　　〃 100,000,000

兵庫県公募地方債18年度7回
(みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券仙台支店)

　　〃 49,995,000

東北電力社債463回
(みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券仙台支店)

　　〃 50,000,000

新潟県公募地方債18年度1号
(大和證券仙台支店)

　　〃 31,896,810

第39回共同発行公募地方債
(岡三証券仙台支店)

　　〃 49,995,832

北海道公募地方債18年度6回
(岡三証券仙台支店)

　　〃 49,998,332

北海道公募地方債23年度12回
(岡三証券仙台支店)

　　〃 99,985,000

北海道公募地方債25年度15回
(岡三証券仙台支店)

　　〃 199,859,000

大阪府公募地方債第399回
(岡三証券仙台支店)

　　〃 29,930,880

静岡県公募地方債18年度4回
(三菱UFJ・MS証券仙台支店)

　　〃 49,998,332

第131回共同発行公募地方債
(三菱UFJ・MS証券仙台支店)

　　〃 199,312,233

大阪府公募地方債第393回
(三菱UFJ・MS証券仙台支店)

　　〃 40,000,000

神奈川県公募地方債25年度203回
(みずほ証券仙台支店)

　　〃 100,000,000

関西電力社債498回
(みずほ証券仙台支店)

　　〃 100,000,000

施設整備積立
資産

2,020,337,693

大口定期預金(仙台銀行本店)
資産取得資金(浸出水処理施設等取得資
金)。運用益を公益目的事業及び管理目的の
財源としている

24,674,357

普通預金(七十七銀行利府支店) 　　〃 156,181,041

譲渡性預金
(七十七銀行利府支店)

　　〃 500,000,000

譲渡性預金
(三菱UFJ信託銀行仙台支店)

　　〃 100,000,000

兵庫県公募地方債18年度5回
(みずほ証券仙台支店)

　　〃 49,998,332

北海道公募地方債19年度4回
(みずほ証券仙台支店)

　　〃 49,997,083

東北電力社債476回
(みずほ証券仙台支店)

　　〃 100,000,000

大阪府公募地方債第291回
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 29,999,000

北海道公募地方債18年度7回
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 99,940,000

宮城県公募地方債7回1号
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 50,000,000

大阪府公募地方債第380回
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 100,000,000

東北電力社債第474回
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 50,000,000

日本高速道路債第230回
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 99,829,000

東北電力社債第476回
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 100,000,000

東北電力社債第482回
(SMBC日興証券仙台支店)

　　〃 100,000,000



大阪府公募地方債第304回
(旧みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券仙台支店)

資産取得資金(浸出水処理施設等取得資
金)。運用益を公益目的事業及び管理目的の
財源としている

59,978,100

大阪府公募地方債第357回
(大和證券仙台支店)

　　〃 79,811,860

大阪府公募地方債第295回
(岡三証券仙台支店)

　　〃 49,975,000

東北電力社債第463回
(岡三証券仙台支店)

　　〃 100,000,000

大阪府公募地方債第399回
(岡三証券仙台支店)

　　〃 19,953,920

横浜市公募地方債第30回
(三菱UFJ・MS証券仙台支店)

　　〃 100,000,000

その他固定
資産

2,151,197,728

建物
黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5他
事務棟社屋・計量室等

公益目的事業及び管理部門で使用している 82,744,659

構築物 浸出水処理施設・貯留構造物・調整池等
すべて公益目的保有財産であり、廃棄物処理
事業の施設に使用している

320,232,326

機械装置
浸出水処理機械施設等
埋立処理作業用重機

すべて公益目的保有財産であり、廃棄物処理
事業の施設に使用している

199,064,041

車両運搬具 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・管理用自動車等 公益目的事業及び管理部門で使用している 2,073,248

什器備品 ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ・机・椅子等 公益目的事業及び管理部門で使用している 4,905,957

土地
黒川郡大和町鶴巣小鶴沢字大沢5他
処理場用地　1,586,781.89㎡

すべて公益目的保有財産であり、廃棄物処理
事業の施設に使用している

720,263,622

建設仮勘定 切土場測量及び造成実施設計業務等
すべて公益目的保有財産であり、廃棄物処理
事業に使用するものである

192,577,000

ソフトウェア 廃棄物計量ｼｽﾃﾑ、給与・財務ｼｽﾃﾑ 公益目的事業及び管理部門で使用している 3,867,941

電話加入権 275-9161他 公益目的事業及び管理部門で使用している 680,120

保証金 162,010

差入保証金　ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ保証金 管理部門で使用している 30,000

預託金　自動車ﾘｻｲｸﾙ料・消火器ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ 公益目的事業及び管理部門で使用している 132,010

長期前払費用 624,626,804

埋立地遮水ｼｰﾄ敷設工事費
すべて公益目的保有財産であり、廃棄物処理
事業の施設に使用している

619,521,460

町道改良負担金等 公益目的保有財産である 5,105,344

10,348,548,665

10,594,482,215

(流動負債)

未払金 87,800,548

廃棄物埋立業務等委託費
埋立業務委託
覆土材採取及び運搬業務委託等

73,341,800

第2埋立地測量及び登記費用 測量業務・登記業務 4,540,000

各種分析・検査・測定業務委託費 放射能濃度測定 1,532,520

上下水道使用料 3月分使用料 2,359,356

その他30件 軽油・砕石等購入費 6,026,872

未払産業廃棄物税 第4期分預り産業廃棄物税 21,739,600

未払消費税等 平成27年度納付額 25,624,053

預り金 社会保険料3月分 261,050

賞与引当金 職員に対するもの 6月期末・勤勉手当 7,883,245

143,308,496

(固定負債)

退職給付引当金 職員に対するもの 職員の退職金支払いに備えたもの 124,617,249
特定災害防止
準備金

埋立終了後の維持管理費に備えたもの 1,733,501,006

維持管理積立金 　　〃 1,236,076,000
埋立維持管理
積立金

　　〃 2,930,897,999

6,025,092,254

6,168,400,750

4,426,081,465

流動負債合計

固定負債合計

　　　　　負債合計

　　　　　正味財産

固定資産合計

　　　　　資産合計


