
（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 釣銭等保管、運転資金及び3月31日収入分 864,670
預金 296,510,983

普通預金 283,154,514
　滋賀銀行
  　主口座ほか 運転資金として 34,793,532
　　指定管理事業(法人本部) 指定管理事業(法人本部)専用口座 13,741,265
　　湖国と文化(法人本部) 指定管理事業(湖国と文化)専用口座 4,341,693
　　補助金交付事業(法人本部) 未来へつなぐ しが文化活動応援事業専用口座 45,000,000
　　補助金交付事業(法人本部) 文化芸術公演支援事業専用口座 9,833,000
  　施設使用料(びわ湖) 施設使用料受入口座 59,401,982
  　入場料口(びわ湖) チケット収入受入口座 46,677,573
  　友の会口(びわ湖) 友の会会費受入口座 18,818,615
  　収入口(びわ湖) ホールグッズ販売金受入口座 4,882,901
  　諸口(びわ湖) 公衆電話料金収入受入口座 103,150
  　公有財産使用料(びわ湖) 公有財産使用料受入口座 562,532
　　指定管理事業(文産会館) 指定管理事業(文産会館)専用口座 27,170,464
　　県使用料(文産会館) 公有財産使用料受入口座 89,651
　　物販用等(文産会館) 物販等口座 12,055,469
　　資金前渡職員口座(文産会館) 280,098
  関西みらい銀行
　　夢キラリ文化基金 夢キラリ文化基金収納用 10
　　友の会(びわ湖) 友の会会費受入口座 5,402,579
郵便振替貯金 13,356,469
　　独自事業(法人本部) 独自事業(湖国と文化)専用口座 4,631,292
　　夢キラリ文化基金 夢キラリ文化基金収納用 550
　　入場料口(びわ湖) チケット収入受入口座 8,724,627
　　独自事業(文産会館) 独自事業(印紙証紙)専用口座 0

未収入金 164,754,914
  入場料収入 (株)滋賀ディーシーカード他 入場券販売(カード決済)、委託販売に係る入場料収入 6,110,196
　県費受託料 滋賀県知事 指定管理料・施設整備事業受託料収入・受託事業収入 27,442,388
　共同制作収入 東近江市、（社）愛荘町文化協会 滋賀県アートコラボレーション事業事業負担金他 1,960,458
　放送権料収入 テレビマンユニオン ＢＳ朝日放送権料 996,600
  友の会会費収入 三菱ＵＦＪニコス(株）他 友の会一般会員会費収入 47,960
  国補助金収入 （独）日本芸術文化振興会他 劇場音楽堂機能強化推進事業他 63,503,000
　民間助成等収入 （独）日本芸術文化振興会他 令和３年度舞台芸術創造活動活性化事業他 46,736,618
  ﾎｰﾙ等利用料 滋賀県社会福祉協議会他 貸館ホール等利用料 2,187,137
  雑収入 滋賀県他 共益費分担金収入他 2,435,795
  駐車場利用料 アマノマネジメントサービス(株) 駐車場利用料金 8,731,514
  カード利用手数料収入 三菱ＵＦＪニコス(株） 友の会カード利用手数料 30,463
　その他未収入金 滋賀県他 滋賀県芸術文化祭開催事業委託料他 4,572,785
前払金 390,752
  その他前払金 大津商工会議所他 特定退職金共済掛金(４月分)他 390,752
前払費用 ピー・シー・エー株式会社 クラウド利用料 196,350
刊行物 法人本部地域創造部 「湖国と文化」季刊誌の在庫 9,983,209
販売促進物 1,441,740
　ＤＶＤ販売 びわ湖ホール 四大テノールＤＶＤ 252,942
　グッズ販売 びわ湖ホール プロデュースオペラ４シリーズ、つばめ 63,457
　ブルーレイ販売 びわ湖ホール プロデュースオペラ「神々の黄昏」 1,125,341

流動資産合計 474,142,618
(固定資産)
基本財産 122,600,000

投資有価証券 滋賀県債：野村證券（株） 公益目的保有50％、法人管理目的保有50％ 100,000,000
投資有価証券 国債：SMBC日興証券(株) 公益目的保有50％、法人管理目的保有50％ 22,586,500
基本財産普通預金 滋賀銀行 公益目的保有50％、法人管理目的保有50％ 13,500

特定資産 364,352,603
事業推進積立資産 関西みらい銀行他 自主事業財源として保有 16,526,962
運営調整積立資産 滋賀銀行 自主事業財源として保有 100,289,993
舞台芸術基金積立資産 滋賀銀行他 びわ湖ホール舞台芸術基金として保有 62,576,863
夢キラリ文化基金 滋賀銀行他 夢キラリ文化基金として保有 1,879,515
退職給付引当資産 関西みらい銀行 退職給付引当金として保有 40,435,777

滋賀銀行 同上 6,906,244
退職給付準備預金 滋賀銀行他 退職金支給額に充当する資金として保有 13,737,248
什器備品（特定資産） 1

スタインウェイＢ型 公益目的のための財産として保有 1
液晶テレビおよびテレビラック 同上 0

ソフトウェア（特定資産） 『湖国と文化』ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ及び検索ｻｲﾄ 公益目的のための財産として保有 0
文化産業交流会館開館
35周年記念事業積立資
産

滋賀銀行 特定費用準備資金として保有 4,000,000

びわ湖ホール25周年記
念事業積立資産

滋賀銀行 特定費用準備資金として保有 4,000,000

沼尻芸術監督退任特別
事業積立資産

滋賀銀行 特定費用準備資金として保有 52,800,000

新芸術監督就任記念事
業積立資産

滋賀銀行 特定費用準備資金として保有 35,200,000

長栄座「むすひ」完成
記念事業積立資産

滋賀銀行 特定費用準備資金として保有 5,000,000

令和６年度プロデュー
スオペラ積立資産

滋賀銀行 特定費用準備資金として保有 13,000,000

びわ湖ホールリニュー
アル記念事業積立資産

滋賀銀行 特定費用準備資金として保有 8,000,000

その他固定資産 その他固定資産 4
什器備品 2

ハイビジョン液晶テレビ 公益目的財産として保有 0
友の会特別会員ボード 法人管理目的の財産として保有 1
レジスター 印紙、証紙販売用に使用 1

車両運搬具 軽自動車１台、普通車１台 公益目的保有50％、収益事業目的保有45％、法人管理目的保有5％ 2
固定資産合計 486,952,607
資産合計 961,095,225

財産目録
令和4年 3月31日現在

貸借対照表科目



（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金        額貸借対照表科目

(流動負債)
未払金 三精テクノロジーズ（株）他 舞台機構保守点検業務委託他 166,046,015
未払法人税等 滋賀県他 122,200
未払消費税等 大津税務署 消費税、地方消費税 6,316,500
前受金 27,167,039
  入場料収入 チケット購入者 令和４年度自主事業公演チケット代金 3,330,000
　協賛金収入 中山倉庫（株）他 「湖国と文化」広告料 200,000
　季刊誌発行収入 定期購読者他 「湖国と文化」予約購読料他 919,214
  R3ﾎｰﾙ等利用料 ホール等貸館利用者 令和４年度ホール利用料 22,717,825
預り金 12,974,847
  ﾁｹｯﾄ等受託販売 チケット購入者 貸館公演チケット代金 2,894,505
  ｸﾞｯｽﾞ販売金 ホールグッズ購入者 ホールグッズ受託販売代金 108,172
  公衆電話料金 公衆電話利用者 公衆電話利用料金 200
  所得税 職員、公演出演者等他 源泉所得税 2,869,539
  住民税 職員 住民税 1,523,200
  社会保険料 職員 社会保険料 3,690,534
  その他預り金 施設利用申込者他 1,888,697
県使用料預り金 589,580
  県使用料収入 (株)アミティ他 びわ湖ホール施設使用料他 589,580
賞与引当金 職員 賞与引当金 30,649,776

流動負債合計 243,865,957
(固定負債)

退職給付引当金 職員 職員退職給付引当金 47,342,021
固定負債合計 47,342,021
負債合計 291,207,978
正味財産 669,887,247


