
　財　産　目　録
2022年3月31日 現在 （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　額
(流動資産）

現金 手許保管 運転資金
　本部 163,330
　支部 22,050
　部会 20,560

預金 普通預金 運転資金
三菱ＵＦＪ銀行新宿中央支店 12,065,239
三菱ＵＦＪ銀行新宿中央支店 7,166,734
三菱ＵＦＪ銀行鶴見支店 9,227,886
みずほ銀行新宿西口支店 2,130,167
三井住友銀行高田馬場支店 8,864,245
三井住友銀行高田馬場支店 300,000
三井住友銀行高田馬場支店 1,544,227
三菱ＵＦＪ信託銀行新宿支店 909,066
三井住友信託銀行本店営業部 1,085,677
支部預金 13,613,619
部会預金 12,955,799

定期預金（１年以内） 運転資金
三井住友銀行高田馬場支店 10,000,000

通常貯金 運転資金
ゆうちょ銀行 5,756,901

振替貯金 運転資金
ゆうちょ銀行 7,003,512
ゆうちょ銀行 3,264,861
ゆうちょ銀行 216,128

未収金 研究発表会事業の未収金 5,008,516
出版事業の広告料収入未収金 1,217,371
出版事業の掲載料等収入未収金 1,073,950
出版事業書籍購読料収入未収金 673,472
標準化事業収入未収金 720,226
国際交流事業の未収金 254,938
法人管理活動の未収金 63

前払金 研究発表会事業の前払金 228,512
国際交流事業の前払金 2,324,915
法人管理活動の前払金 511,664

仮払金 教育・啓発事業の仮払金 1,404,654
法人管理活動の仮払金 29,813

棚卸資産 出版事業の棚卸資産 4,654,185
標準化事業の棚卸資産 14,060,814

貯蔵品 表彰事業の貯蔵品 2,628,150

流動資産合計 131,101,244
(固定資産）
基本財産 土地 360.36㎡ 自己所有の土地である。

東京都新宿区百人町二丁目334番1 20,097,920

貸借対照表科目

共用財産であるため、使用面積の
割合と従事割合により、下記のと
おり按分している。

４６．４％（期末帳簿価額
9,325,435円）は、公益目的保有財
産として、各事業に使用してい
る。

３５．７％（期末帳簿価額
7,174,957円）は、公益目的事業に
必要な収益事業等の用に供する財
産として、各事業に使用してい
る。

１７．９％（期末帳簿価額
3,597,528円）は、公益目的事業に
必要な法人管理活動の用に供する
財産として、管理業務に使用して
いる。



建物 781.78㎡ 自己所有の会館建物である。
東京都新宿区百人町二丁目334番1 50,312,388

基本金 定期預金
三菱ＵＦＪ信託銀行新宿支店 45,000,000

特定資産 国際交流準備資金 普通預金
三井住友信託銀行本店営業部 20,621,487
三菱東京ＵＦＪ銀行新宿中央支店 2,869,139
三菱ＵＦＪ信託銀行新宿支店 9,865,239
三菱東京ＵＦＪ銀行新宿中央支店 5,014,936
三菱東京ＵＦＪ銀行新宿中央支店 1,500,000
三菱東京ＵＦＪ銀行新宿中央支店 78,575
三菱ＵＦＪ銀行鶴見支店 6,000,000
三菱ＵＦＪ銀行代々木上原支店 2,000,000

普通預金
みずほ銀行新宿西口支店 12,431,367
みずほ銀行新宿西口支店 500,433

ＳＪＴ資金 振替貯金
ゆうちょ銀行 5,000,000

普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行新宿中央支店 212,472

退職給付引当預金 普通預金
三井住友信託銀行本店営業部 4,866,020

減価償却引当預金 普通預金
三井住友信託銀行本店営業部 51,628,322

その他固定 定期預金 支部定期預金 689,522
資産

什器備品 事務用機器他 849,733

ソフトウェア 会員管理システム 438,480

電話加入権 85,560

固定資産合計 240,061,593
　　資産合計 371,162,837

既存建物の建替えおよび什器備
品・無形固定資産の買い換え時の
財源とするために積み立てている
資産であり、資産取得資金として
管理されている。

１０％（期末帳簿価額84,973円）
は、公益目的事業に必要な収益事
業等の用に供する財産として、各
事業に使用している。

公益目的事業に必要な法人管理活
動の用に供する財産として、管理
業務に使用している。

教育啓発資金（CGIFよ
りの寄付金）

２１世紀記念国際交流
賞個人冠賞資金

寄付により受入れ、表彰事業の事
業費に充当するために積み立てて
いる資産である。

寄付により受入れ、法人管理活動
に充当するために積み立てている
資産である。

職員の退職金支払いの原資として
積み立てている。

国際交流事業の事業費に充当する
ために積み立てている資産であ
り、特定費用準備資金として管理
されている。

共用財産であるため、使用面積の
割合と従事割合により、下記のと
おり按分している。

４６．４％（期末帳簿価額
23,344,948円）は、公益目的保有
財産として、各事業に使用してい
る。

３５．７％（期末帳簿価額
17,961,523円）は、公益目的事業
に必要な収益事業等の用に供する
財産として、各事業に使用してい
る。

寄付により受入れ、教育・啓発事
業の事業費に充当するために積み
立てている資産である。

２５％（期末帳簿価額212,433円）
は、公益目的事業に必要な法人管
理活動の用に供する財産として、
管理業務に使用している。

共用財産であるため、従事割合に
より、下記のとおり按分してい
る。

６５％（期末帳簿価額552,327円）
は、公益目的保有財産として、各
事業に使用している。

１７．９％（期末帳簿価額
9,005,917円）は、公益目的事業に
必要な法人管理活動の用に供する
財産として、管理業務に使用して
いる。

公益目的保有財産であり、運用益
を公益目的事業の財源として使用
している。



(流動負債）
未払金 研究発表会事業の未払金 290,800

出版事業の未払金 955,751
国際交流事業の未払金 214,519
法人税・消費税 2,331,700
法人管理活動の未払金 748,494
部会未払金 5,511

預り金 源泉所得税・社会保険料他 668,510

前受金 会費入会金 12,659,200
研究発表会事業の前受金 146,070
出版事業の購読料収入等 537,610
セミナー・講習会事業の前受金 587,000
国際交流事業の前受金 11,800,000
法人管理活動の前受金 169,180

仮受金 法人管理活動の仮受金 429,060
部会仮受金 3,670

賞与引当金 職員に係るもの 2,639,167

流動負債合計 34,186,242
(固定負債）

退職給付引当金 職員に係るもの 4,866,020

預り保証金 収益事業の敷金預り 756,000

固定負債合計 5,622,020
　　負債合計 39,808,262
　　正味財産 331,354,575

職員７名に対する賞与の支払いに
備えたもの

役員１名と職員７名に対する退職
金の支払いに備えたもの
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