財産目録
令和1年5月31日現在
（単位 ： 円)
貸借対照表科目

使用目的

場所・物量等

金額

（流動資産）
現金

未収会費

手元有高
本部事務局
東京事務所
当座預金
りそな銀行松本支店
普通預金
りそな銀行松本支店
長野銀行本店営業部
八十二銀行深志支店
三井住友銀行神田支店
松本信用金庫清水支店
長野県信用組合松本支店
郵便振替貯金
長野貯金事務センター
会員

未収金

会員他

前払金
貯蔵品
商品
徴収不能引当金

業者他
本部事務局、東京事務所他
本部事務局、東京事務所他
業者
会員他

土地

614.88㎡
松本市深志3-10-3 才能教育会館

預金

流動資産合計
（固定資産）
基本財産

特定資産

運転資金として
運転資金として

1,526,491
56,622

運転資金として

21,037,629

運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として
運転資金として

25,734,872
8,327,726
628,345
4,036,439
471,805
3,803,347

運転資金として
入会金、正会員会費、維持会員会費、賛助会員会
費、代教事業費、指導者研究会会費等
指導者研究会参加費、卒業検定料、初級指導者受
講料、商品代金等
指導者研究会事業費、夏期学校事業費、賃借料等
副教材としてのピアノ科教則本・ＣＤ等
収益目的等事業の書籍、かるた、ＣＤ等
機関誌広告料
商品代金等

2,865,160
11,567,900

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
いる。公益目的事業59.8％、収益事業等4.7％、管理
運営35.5％に使用している。
320.66㎡
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
松本市深志3-10-15 スズキ・メソード研究所 いる。公益目的事業19.3％、収益事業等38.8％、管
理運営41.9％に使用している。
475.72㎡
管理運営に使用している。
松本市埋橋1-3-12 埋橋宿舎
13.4451㎡
収益事業等に使用している。
武蔵野市吉祥寺東2-467-22 レッスン教室
35.00㎡
収益事業等に使用している。
練馬区大泉815-33 レッスン教室
建物
1586.15㎡
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
松本市深志3-10-3 才能教育会館
いる。公益目的事業59.8％、収益事業等4.7％、管理
運営35.5％に使用している。
934.54㎡
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
松本市深志3-10-15 スズキ・メソード研究所 いる。公益目的事業19.3％、収益事業等38.8％、管
理運営41.9％に使用している。
192.53㎡
管理運営に使用している。
松本市埋橋1-3-12 埋橋宿舎
71.35㎡
収益事業等に使用している。
武蔵野市吉祥寺東2-467-22 レッスン教室
50.86㎡
収益事業等に使用している。
練馬区大泉815-33 レッスン教室
才能教育会館の資産取得資金であり、基本財産に計
減価償却引当資産
当座預金 りそな銀行松本支店
上している公益目的事業、収益事業等、管理運営に
定期預金 りそな銀行松本支店
必要な固定資産を将来取得するために積み立てて
いる資産である。
スズキ・メソード研究所の資産取得資金であり、基本
当座預金 りそな銀行松本支店
財産に計上している公益目的事業、収益事業等、管
普通預金 長野銀行本店営業部
理運営に必要な固定資産を将来取得するために積
定期預金 りそな銀行松本支店
み立てている資産である。
基本財産に計上している公益目的事業、収益事業
当座預金 りそな銀行松本支店
等、管理運営に必要な固定資産を将来取得するため
に積み立てている資産である。
什器備品
絵画 1点（平成23年10月取得）
管理運営財産である。
共用財産であり、公益目的事業19.3％、収益事業等
ベビーシート 2台（平成24年2月取得）
38.8％、管理運営41.9％の財産である。
共用財産であり、公益目的事業59.8％、収益事業等
WiFi設置工事 才能教育会館（平成30年3月取得）
4.7％、管理運営35.5％の財産である。
退職給付引当資産
当座預金 りそな銀行松本支店
職員に対する退職金の支払いに備えた資産である。
定期預金 りそな銀行松本支店
定期預金 長野銀行本店営業部
役員退職慰労引当資産
当座預金 りそな銀行松本支店
役員に対する退職慰労金の支払いに備えた資産で
スズキ・メソード研究所の資産取得資金であり、公益
建物・設備更新積立資産
当座預金 りそな銀行松本支店
目的事業、収益事業等、管理運営に必要な所有建
定期預金 りそな銀行松本支店
物・保有設備の更新のために積み立てている資産で
公益目的事業、収益事業等、管理運営に必要な所
当座預金 りそな銀行松本支店
有建物・保有設備の更新のために積み立てている資
定期預金 りそな銀行松本支店
産である。
業務改善・システム計画策定プロジェクトを実施する
当座預金 りそな銀行松本支店
ために積み立てている資産であり、認定法上の「特定
費用準備資金」である。
スズキ・メソード研究所の資産取得資金であり、公益
所有建物耐震補強等整備積 当座預金 りそな銀行松本支店
目的事業、収益事業等、管理運営に必要な固定資
立資産
産の耐震補強等整備のため、将来取得するために積
定期預金 りそな銀行松本支店
み立てている資産である。
グランドコンサート事業積立資
第55回グランドコンサートを実施するために積み立て
産
当座預金 りそな銀行松本支店
ている資産であり、認定法上の「特定費用準備資金」
である。
0～3歳児教室及び生涯学習を実施するために積み
0～3歳児教室及び生涯学習 定期預金 りそな銀行松本支店
立てている資産である。
実施基金積立資産

3,187,957
8,197,123
4,360,916
10,617,635
△ 600,000
△ 242,035
105,577,932
4,369,440
2,278,664
24,547,152
894,800
12,845,000
304,878,618
17,237,580
1,177,173
99,284
415,500
20,341,031
12,000,000
2,696,171
1,585,724
36,000,000
20,895,058
1,619,048
39,339
185,504
15,167,074
3,000,000
37,000,000
480,000
1,339,248
40,000,000
6,985,498
22,000,000
26,000,000
25,605,437
42,000,000
26,718,130
10,000,000

広報活動積立資産

長期貸付金

広報活動を実施するために積み立てている資産であ
り、認定法上の「特定費用準備資金」である。
出産・傷病等によるレッスンの代教事業を実施するた
めに単年度の代教事業収支差額を積み立てている
当座預金 りそな銀行松本支店
資産である。
鈴木鎮一基金運用規程に基づく事業、指導者養成
当座預金 りそな銀行松本支店
事業に応募する学生に対しての奨学金事業等を実
普通預金 りそな銀行松本支店
施するために積み立てている資産である。運用益
普通預金 松本信用金庫清水支店
は、公益目的事業に使用。
本会と東京大学とで行う「演奏評価の脳内機構につ
いての研究」を実施するための資産であり、認定法上
当座預金 りそな銀行松本支店
の「特定費用準備資金」である。
東日本大震災で被災した方への支援金のための資
普通預金 りそな銀行松本支店
産である。
1586.15㎡
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
松本市深志3-10-3 才能教育会館
いる。公益目的事業59.8％、収益事業等4.7％、管理
運営35.5％に使用している。
934.54㎡
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
松本市深志3-10-15 スズキ・メソード研究所 いる。公益目的事業19.3％、収益事業等38.8％、管
理運営41.9％に使用している。
62.81㎡
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
千代田区神田駿河台2-3-16
いる。
50.86㎡
収益事業等に使用している。
練馬区大泉815-33 レッスン教室
1586.15㎡
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
松本市深志3-10-3 才能教育会館
いる。公益目的事業59.8％、収益事業等4.7％、管理
運営35.5％に使用している。
自立看板
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
松本市深志3-10-3
いる。公益目的事業50％、管理運営50％に使用して
いる。
自立看板
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
松本市深志3-10-15
いる。公益目的事業50％、管理運営50％に使用して
いる。
管理運営に使用している。
乗用車 1台
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
楽器、録音機材他
いる。
収益目的事業等に使用している。
会議机・椅子一式
管理運営に使用している。
絵画、事務機器類他
カーテン・ブラインド、電話設備、AV設備配管等 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
いる。公益目的事業59.8％、収益事業等4.7％、管理
運営35.5％に使用している。
管理運営に使用している。
パワフル減価償却
公益目的事業に使用している。
ホームページ教室検索システム
管理運営に使用している。
才能教育研究会他
管理運営に使用している。
電話加入権
共用財産であり、公益目的事業44％、収益事業等
統合版会員管理システム用ハードウェア
6％、管理運営50％の財産である。
共用財産であり、公益目的事業44％、収益事業等
統合版会員管理システム用ソフトウェア
6％、管理運営50％の財産である。
共用財産であり、公益目的事業87％、収益事業等
駿河台広告社
5.6％、管理運営7.4％の財産である。
公益目的事業の財産である。
インフィニティ
公益目的事業の財産である。
宝ビル
収益等事業の財産である。
松本商工会議所
長期貸付金
指導者

未払金
未払法人税等
未払消費税等
前受会費
前受金
預り金
仮受金
賞与引当金

会員、業者他
税務署
税務署
会員
音楽院生他
職員他
会員他
賞与引当金

1年以内返済予定リース債務

統合版会員管理システム

リース債務

統合版会員管理システム

退職給付引当金

職員

役員退職慰労引当金

役員

資産除去債務

才能教育会館（建物）

代教事業積立資産
鈴木鎮一基金積立資産

共同研究事業積立資産
災害支援金積立資産
その他固定資産 建物

構築物

車両運搬具
什器備品

ソフトウェア
商標権
電話加入権
有形リース資産
無形リース資産
保証金

固定資産合計
資産合計
（流動負債）

流動負債合計
（固定負債）

固定負債合計
負債合計
正味財産

普通預金 長野銀行本店営業部

0～3歳児事業費、指導者養成事業費、郵便後納料
法人住民税均等割
消費税
入会金、正会員会費、維持会員会費等
教材、商品代金等
法定福利費、源泉所得税、住民税等
入金過納分等
職員に対する賞与支給見込額のうち、当会計年度対
応額を備えたものである。
公益目的事業44％、収益事業等6％、管理運営50％
の金額である。

6,000,000
19,853,541
961,709
21,120,102
21,640,000
4,500,000
3,979,122
1,243,869
38,162,846
430,306
416,058
4,737,203
381,217
101,712
1
139,932
2
5,483,925
7,618,721
180,400
1,051,178
826,981
364,791
791,245
484,957
6,800,000
15,000,000
1,800,000
200,000
224,800
884,895,091
990,473,023
14,945,062
141,000
2,295,100
1,894,800
646,100
1,354,200
524,045
765,291
918,864
23,484,462

公益目的事業44％、収益事業等6％、管理運営50％
の金額である。
当期末時点の職員11名に対する退職金の支払いに
備えたものである。
常勤役員1名に対する退職慰労金の支払いに備えた
ものである
才能教育会館の建物に含まれる石綿（アスベスト）の
除去に係る義務

459,432
55,167,074
480,000
13,136,801
69,243,307
92,727,769
897,745,254

