財産目録
令和4年5月31日現在
（単位 ： 円)
貸借対照表科目

使用目的等

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
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

業者他

貯蔵品
商品
徴収不能引当金

本部事務局
本部事務局他
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

建物

減価償却引当資産

特定資産

什器備品

退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
建物・設備更新積立資産

106,629
19,017

運転資金として

22,563,353

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

7,774,902
4,341,948
435,480
958,498

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
卒業検定料、研修生受講料、口座振替手数料、商品
代金、教室使用料等
指導者研究会事業費、夏期学校事業費、委託費、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

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㎡
収益事業等に使用している。
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。
武蔵野市吉祥寺東町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
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㎡
収益事業等に使用している。
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。
武蔵野市吉祥寺東町2-7 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
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。
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。
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。
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
当座預金 りそな銀行松本支店
スズキ・メソード研究所の資産取得資金であり、公益
定期預金 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 長野銀行本店営業部
物・保有設備の更新のために積み立てている資産で
ある。
当座預金 りそな銀行松本支店
定期預金 りそな銀行松本支店

所有建物耐震補強等整備積
立資産

運転資金として
運転資金として

当座預金 りそな銀行松本支店
定期預金 りそな銀行松本支店

グランドコンサート事業積立資
産
当座預金 りそな銀行松本支店
国際ティーチャートレーナー会
議事業積立資産
当座預金 りそな銀行松本支店
コロナ感染症対策積立資産
当座預金 りそな銀行松本支店

公益目的事業、収益事業等、管理運営に必要な所
有建物・保有設備の更新の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、公益
目的事業、収益事業等、管理運営に必要な固定資
産の耐震補強等整備のため、将来取得するために積
み立てている資産である。
第55回グランドコンサート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。
国際ティーチャートレーナー会議を実施するために
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。
全国指導者研究会、夏期学校の現地参加者に対す
るコロナ感染症対策を徹底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

56,944
18,797,000
2,099,165
4,440,591
3,374,866
8,624,289
△ 600,000
△ 242,035
72,750,647
4,369,440
2,278,664
24,547,152
894,800
12,845,000
257,031,760
11,944,780
458,141
1
218,056
50,187,889
30,000,000
3,988,971
1,585,724
40,000,000
21,910,817
1,619,048
2
121,907
56,808,992
2,100,000
1,339,248
23,000,000
37,000,000

1,985,498
27,000,000
26,312,637
45,000,000
31,718,130
5,000,000
1,000,000

使用目的等
0～3歳児教室及び生涯学習を実施するために積み
立てている資産である。
広報活動を実施するために積み立てている資産であ
普通預金 長野銀行本店営業部
り、認定法上の「特定費用準備資金」である。
資料・保存公開事業積立資産
資料を保存・公開するために積み立てている資産で
当座預金 りそな銀行松本支店
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
代教事業積立資産
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。
鈴木鎮一基金積立資産
普通預金 りそな銀行松本支店
鈴木鎮一基金運用規程に基づく事業、指導者養成
事業に応募する学生に対しての奨学金事業等を実
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。
鈴木鎮一記念館展示リニュー
鈴木鎮一記念館の展示のリニューアルを実施するた
アル積立資産
当座預金 りそな銀行松本支店
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。
共同研究事業積立資産
本会と東京大学とで行う「演奏評価の脳内機構につ
当座預金 りそな銀行松本支店
いての研究」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。
東日本大震災で被災した方への支援金のための資
災害支援金積立資産
普通預金 りそな銀行松本支店
産である。
その他固定資産 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。
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
構築物
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。
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。
車両運搬具
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
什器備品
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・椅子一式他
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。
ソフトウェア
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
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
会員管理システム他
いる。公益目的事業60％、管理運営40％に使用して
公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用して
会員申請システム
いる。公益目的事業60％、管理運営40％に使用して
公益目的事業に使用している。
夏期学校受付システム
公益目的事業に使用している。
卒業検定受付システム
公益目的事業に使用している。
機関誌受付システム
指導者研究会、夏期学校、卒業検定受付システ 公益目的事業に使用している。
管理運営に使用している。
商標権
才能教育研究会他
管理運営に使用している。
電話加入権
電話加入権
共用財産であり、公益目的事業87％、収益事業等
保証金
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
公益目的事業の財産である。
エキスパートオフィス品川
収益等事業の財産である。
松本商工会議所
長期貸付金
長期貸付金
指導者
固定資産合計
資産合計
0～3歳児事業費、指導者養成事業費、郵便後納料
（流動負債）
未払金
会員、業者他
法人住民税均等割
未払法人税等
税務署
消費税、地方消費税
未払消費税等
税務署
賃貸料他
前受金
松本市他
法定福利費、源泉所得税、住民税等
預り金
職員他
入金過納分等
仮受金
教材代等
職員に対する賞与支給見込額のうち、当会計年度対
賞与引当金
賞与引当金
応額を備えたものである。
流動負債合計
当期末時点の職員10名に対する退職金の支払いに
（固定負債）
退職給付引当金
職員
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
役員退職慰労引当金
役員
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
資産除去債務
才能教育会館（建物）
除去に係る義務
固定負債合計
負債合計
正味財産
貸借対照表科目
0～3歳児教室及び生涯学習
実施基金積立資産
広報活動積立資産

場所・物量等
当座預金 りそな銀行松本支店

金額
8,840,000
10,000,000
13,400,000
12,927,702
14,685,651
21,640,000
3,000,000
8,400,000
3,193,771
1,635,785
29,176,345
330,471
3,884,261
261,883
69,876
1
45
2
5,450,005
2,407,787
32,800
375,422
11,198,000
333,200
5,387,302
1,300,000
285,000
2,566,500
311,742
364,791
3,400,000
15,000,000
1,800,000
726,000
200,000
224,800
905,075,799
977,826,446
22,092,973
141,000
1,623,600
271,000
1,318,975
46,119
465,139
25,958,806
56,808,992
2,100,000
13,243,734
72,152,726
98,111,532
879,714,914

