
（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 933,000
預金 277,428,164

普通預金 269,467,864
　滋賀銀行
  　主口座ほか 運転資金として 198,810,303
　　指定管理事業(法人本部) 指定管理事業(法人本部)専用口座 2,798,973
　　独自事業(法人本部) 独自事業(湖国と文化)専用口座 209,997
　　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 10,841,000
　　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 10,612,000
  　施設使用料(びわ湖) 施設使用料受入口座 17,225,849
  　入場料口(びわ湖) チケット収入受入口座 11,679,438
  　友の会口(びわ湖) 友の会会費受入口座 1,946,972
  　収入口(びわ湖) ホールグッズ販売金受入口座 3,762,751
  　諸口(びわ湖) 公衆電話料金収入受入口座 101,260
  　公有財産使用料(びわ湖) 公有財産使用料受入口座 369,083
　　指定管理事業(文産会館) 指定管理事業(文産会館)専用口座 8,266,183
　　県使用料(文産会館) 公有財産使用料受入口座 222,597
　　独自事業(文産会館) 独自事業(印紙証紙販売等)専用口座 2,214,434
　　資金前渡職員口座(文産会館) 2,785
  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 404,229
郵便振替貯金 7,960,300
　　独自事業(法人本部) 独自事業(湖国と文化)専用口座 3,867,097
　　夢キラリ文化基金 夢キラリ文化基金収納用 103
　　入場料口(びわ湖) チケット収入受入口座 442,500
　　独自事業(文産会館) 独自事業(印紙証紙)専用口座 3,650,600

未収入金 305,268,701
  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 3,421,298
　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 209,500,129
　共同制作収入 東近江市、高島市、甲賀市、草津市他 滋賀県アートコラボレーション事業事業負担金他 4,121,705
　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 48,832
  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 57,062,693
　民間助成等収入 （独）日本芸術文化振興会他 令和２年度舞台芸術活性化事業他 15,785,000
  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 1,235,759
  雑収入 滋賀県他 共益費分担金収入他 3,253,688
  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 7,060,479
  カード利用手数料収入 三菱ＵＦＪニコス(株）他 友の会カード利用手数料 25,621
　印紙証紙販売手数料 日本郵便(株) ３月分収入印紙等売捌き手数料収入 54,450
　その他未収入金 滋賀県他 緊急雇用創出支援事業県受託金他 2,702,447
前払金 414,497
  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 414,497
仮払金 12,064
  その他仮払金 12,064
刊行物 法人本部地域創造部 「湖国と文化」季刊誌の在庫 9,705,531
預り印紙･証紙 文化産業交流会館 独自事業の販売用印紙･証紙の在庫 967,400
販売促進物 1,476,681
　ＤＶＤ販売 びわ湖ホール 四大テノールＤＶＤ 262,671
　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 13,244
　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」 1,200,766

流動資産合計 596,206,038
(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 357,162,346
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 42,473,062
運営調整積立資産 滋賀銀行 自主事業財源として保有 100,288,057
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 51,338,675
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 1,674,507
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 50,000,000

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 744,552
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 3,000,000

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 3,000,000

オリンピック･パラリ
ンピック開催記念(び
わ湖ホール)事業積立

滋賀銀行 特定費用準備資金として保有 30,000,000

オリンピック･パラリ
ンピック開催記念(文
産会館)事業積立資産

滋賀銀行 特定費用準備資金として保有 10,000,000

(仮)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 26,400,000

(仮)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 17,600,000

その他固定資産 その他固定資産 209,455
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％ 209,453

固定資産合計 479,971,801
資産合計 1,076,177,839

財産目録
令和3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 ヤマハサウンドシステム(株)大阪営業所他 小ホール音響システム更新他 287,246,400
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 30,864,600
前受金 39,379,825
  入場料収入 チケット購入者 令和３年度自主事業公演チケット代金 1,623,500
　協賛金収入 (株)タナカヤ他 「湖国と文化」広告料 170,000
　季刊誌発行収入 定期購読者他 「湖国と文化」予約購読料他 863,048
  R3ﾎｰﾙ等利用料 ホール等貸館利用者 令和３年度ホール利用料 36,723,277
預り金 17,561,728
  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 272,545
  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 17,730
  公衆電話料金 公衆電話利用者 公衆電話利用料金 280
  所得税 職員、公演出演者等他 源泉所得税 2,545,609
  住民税 職員 住民税 1,487,500
  社会保険料 職員 社会保険料 3,610,350
  その他預り金 施設利用申込者他 新型コロナウイルス感染症にかかる施設利用料払戻し他 9,627,714
県使用料預り金 539,058
  県使用料収入 (株)アミティ他 びわ湖ホール施設使用料他 539,058
賞与引当金 職員 賞与引当金 30,622,652

流動負債合計 406,336,463
(固定負債)

退職給付引当金 職員 職員退職給付引当金 56,906,244
固定負債合計 56,906,244
負債合計 463,242,707
正味財産 612,935,132


