
（単位：円）

公益事業に供する立替金

壁面収納戸棚他

展示棚他

（生家・少年山荘）

公益目的保有財産であり、美術品展示
公開事業に使用している。
収益事業に使用している。

3

（夢二美術館本館）

棚卸資産

収蔵庫空調設備 公開事業の施設に使用している。

（共用財産）

（夢二美術館本館）

（生家・少年山荘）
3,068,495

2021 年  3 月 31 日  現在

貸借対照表科目 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 1,062,923

預金 普通預金 運転資金として 14,584,685

中国銀行 本店他

未収金 入館料ほか 公益事業に供する未収分 2,373,286

立替金 44,415

信販会社ほか 収益事業・法人会計に供する未収分 782,607

収益事業に供する分として商品 8,298,936

流動資産合計 27,146,852

(固定資産)

　基本財産 定期預金 三井住友銀行 岡山支店 公益目的保有財産であり、運用益を美 20,000,000

術品展示公開事業の財源として使用し

普通預金 おかやま信用金庫 旭東支店 ている。 41,807

土地 瀬戸内市邑久町本庄 公益目的保有財産であり、美術品展示 2,750,000

字西ノ谷1992番 公開事業の施設に使用している不可欠

建物 岡山市中区浜2-1-32 公益目的保有財産であり、美術品展示 149,782,643

668.88㎡ 収益事業の施設に使用している。

562.36㎡（夢二生家） 特定財産です。

事務所として使用している。

（共用財産）

地上1階地下1階 公開事業の施設に使用している。

瀬戸内市邑久町本庄 公益目的保有財産であり、美術品展示 21,107,493

字西ノ谷1992番　 公開事業の施設に使用している不可欠

202.66㎡（夢二生家） 特定財産です。

瀬戸内市邑久町本庄

瀬戸内市邑久町本庄

字八反増200-1

53㎡（少年山荘トイレ）

公益目的保有財産であり、美術品展示

字八反増2000 公開事業の施設に使用している。

367,500

公開事業に使用している。

図書資料 夢二デザイン刷本 公益目的保有財産であり、美術品展示

什器備品 公益目的保有財産であり、美術品展示

公開事業に使用している不可欠特定財

産です。

美術品 絵画・陶器　2599点 公益目的保有財産であり、美術品展示 383,972,404

公開事業に使用している不可欠特定財

（范曽美術館） 公開事業に使用している。

産です。

額装他 公益目的保有財産であり、美術品展示

構築物 岡山市中区浜2-1-32 公益目的保有財産であり、美術品展示 3,443,547

外構他 公開事業の施設に使用している。

（夢二美術館本館） 収益事業の施設に使用している。

事務所として使用している。

少年山荘門柱他 公開事業の施設に使用している。 5,700,651

設備 4,190,417

（生家・少年山荘）

財      産      目      録

公開事業の施設に使用している。

（共用財産）

7,310,534

中国銀行　本店 4,765,479

3,149,587

（少年山荘）

2,903,888公益目的保有財産であり、美術品展示

（夢二美術館本館）

公益目的保有財産であり、美術品展示

公開事業に使用している。

収益事業に使用している。

夢二他資料

3,833,180

照明器具工事他 公開事業の施設に使用している。 7,185,456

収益事業の施設に使用している。



（単位：円）

番町倉庫

（少年山荘）

（生家・少年山荘）
除湿器
（番町倉庫）

オルゴール他 5,850,031

 株式 70株
公益目的保有財産であり、運用益を美
術品展示公開事業の財源として使用し

両備ホールディングス㈱ 公益目的保有財産であり、運用益を美

術品展示公開事業の財源として使用し

ている。

ている。

貸借対照表科目 金       額

ている。

㈱トーキョー・リョービ 700,000

場所・物量等 使用目的等

両備システムズ㈱ 公益目的保有財産であり、運用益を美 11,940,000

投資有価証券 56,142,075

 株式　204,778株 術品展示公開事業の財源として使用し

 株式　200,500株 術品展示公開事業の財源として使用し

 株式　995株 術品展示公開事業の財源として使用し

㈱両備エネシス 公益目的保有財産であり、運用益を美 6,003,200

岡山交通㈱ 公益目的保有財産であり、運用益を美 12,050,000

 株式　10,172株 術品展示公開事業の財源として使用し
ている。

両備ホールディングス㈱ 運用益を管理費の財源としている。

両備住宅㈱ 公益目的保有財産であり、運用益を美

その他固定資産 建物 岡山市中区浜2-1-32 公益目的保有財産であり、美術品展示 1,394,307
物置他 公開事業の施設に使用している。
（夢二美術館本館） 収益事業の施設に使用している。

事務所として使用している。
（共用財産）

瀬戸内市邑久町本庄 公益目的保有財産であり、美術品展示 618,075
字八反増200-1 公開事業の施設に使用している。
（少年山荘）

什器備品 展示ケース他 公益目的保有財産であり、美術品展示 180,232
温水器他 公開事業に使用している。

収益事業に使用している。 1,522
管理運営に使用している。 2,496

ノートパソコン他 管理運営に使用している。 242,550

構築物 岡山市中区浜2-1-32 公益目的保有財産であり、美術品展示 357,443
ロードサイン他 公開事業の施設に使用している。
（夢二美術館本館） 収益事業の施設に使用している。

事務所として使用している。

サイン掲示板他 公益目的保有財産であり、美術品展示 140,038

（共用財産）
瀬戸内市邑久町本庄 公益目的保有財産であり、美術品展示 372,777
字西ノ谷1992番　看板他 公開事業の施設に使用している。

設備 警備設備他 公益目的保有財産であり、美術品展示 7,327,305
（夢二美術館本館） 公開事業に使用している。

公開事業に使用している。

収益事業に使用している。
管理運営に使用している。 193,829
（共用財産）

照明他

運用益を管理費の財源としている。 810,000

電話加入権 電話加入権 公益目的保有財産であり、公益事業、 160,600
収益事業及び管理運営に使用している。

 株式 80株
投資有価証券 ㈱トーキョー・リョービ

固定資産合計 855,440,049

　　資産合計 882,586,901

 株式　2,100株
両備システムズ㈱ 運用益を管理費の財源としている。

普通預金　中国銀行本店 公益目的保有財産である。 8,400,523

25,200,000

ている。

10,200,000
 株式　17,000株

792,359

公開事業の施設に使用している。

（夢二生家）

371,584

ている。

　特定資産 資産取得準備預金 普通預金　中国銀行本店 公益目的保有財産である。 42,548,169

収益事業に使用している。 2,567,125

収益事業に使用している。

公益目的保有財産であり、美術品展示

 株式　135,014株
37,300,725

管理運営に使用している。



（単位：円）

管理運営部門

収益事業の仕入に対するもの

金       額

公益事業 180,668

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

17,060

8,713

(流動負債)

未払費用

買掛金 809,577

未払法人税等 収益事業に対する法人税等の未払い分 121,000

未払消費税等 消費税の未払分 614,800

流動負債合計 1,751,818

退職給付引当金 従業員に対するもの 従業員に対する退職金の支払いに 1,500,000

　　正味財産 879,335,083

備えたものです。

固定負債合計

収益事業

　　負債合計 3,251,818

1,500,000

(固定負債)


