
（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 運転資金として 897,417
普通預金 みずほ銀行麹町支店 運転資金として 89,110,684

三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店 運転資金として 8,695,482
三井住友銀行人形町支店 運転資金として 2,810,815
りそな銀行室町支店 運転資金として 1,062,213
横浜銀行東京支店 運転資金として 526,567
みずほ銀行東京営業部他6行8支店 運転資金として 15,653,406

＜普通預金計＞ 117,859,167
振替貯金 ゆうちょ銀行東京中央 運転資金として 5,800,337

ゆうちょ銀行新日本橋 運転資金として 664,571
ゆうちょ銀行日本橋小舟町 運転資金として 111,661

＜振替貯金計＞ 6,576,569
定期預金 みずほ銀行麹町支店 運転資金として 70,000,000

195,333,153
売掛金 週刊誌(関税週報)月刊誌等(貿易と関税 887,435

他4誌)他追録3点の年間購読　80口
書籍一般販売　12口 同上 140,910

＜売掛金計＞ 1,028,345
書店売掛 ㈱トーハン 書籍頒布事業の取次納入分である。 65,169,941

全国官報販売協同組合 同上 7,598,263
東京官書普及㈱ 同上 7,950,981
日本出版販売㈱ 同上 2,829,748
㈱かんぽう 同上 1,467,054
㈱横浜日経社　他7社 同上 802,178

＜書店売掛計＞ 85,818,165
会費未収金 一般会費  15口 576,000

特別会費　 2口

未収入金 一般協賛　2口 109,200

貿易統計等の情報提供販売　1口 67,900

貿易実務研究部会(会費)　2口 10,000

＜未収入金計＞ 187,100
仮払金 東京SR経営労務ｾﾝﾀ- 平成24年度労災・雇用保険料概算払 3,819,774

㈱エニウェイ 翌年度通関士養成事業に関する費用 100,800
㈲晃和 翌年度通関士養成事業の会場費 1,337,661
㈲晃和 翌年度セミナ教育事業講座の会場費 2,133,442
日本橋税務署 24年度消費税の翌年度還付金である。 772,800

＜仮払金計＞ 8,164,477
棚卸商品 書籍『関税六法』他計15,145冊 19,438,772

115,212,859
310,546,012

（固定資産）
基本財産 投資有価証券 第9回利付国債　他5銘柄 905,344,300

野村證券虎ノ門支店
ＳＭＢＣ日興証券第一公益法人部
外国公社債　5銘柄
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚ-証券本店営業部

定期預金 みずほ銀行麹町支店 300,000

905,644,300
特定資産 退職給付引当 ＜普通預金＞

資産 みずほ銀行麹町支店 14,729,568

三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店 同上 2,881,970
＜定期預金＞
みずほ銀行麹町支店 20,000,000

＜投資有価証券＞
第4回埼玉りそな銀行無担保社債　他1銘柄 87,709,500
大和証券本店

＜退職給付引当資産計＞ 125,321,038

公益目的保有財産であり、運用益
を公益目的事業共用の財源として
使用している。

公益目的保有財産であり、運用益
を公益目的事業共用の財源として
使用している。

基本財産合計

役員退職慰労引当金と職員退職
給付引当金見合の引当資産として
管理している。

役員退職慰労引当金と職員退職
給付引当金見合の引当資産として
管理している。

役員退職慰労引当金と職員退職
給付引当金見合の引当資産として
管理している。

書籍頒布事業の月刊誌(貿易と関
税)の協賛収益(広告)である。
情報提供事業の貿易統計販売収
益である。
ｾﾐﾅ-教育事業の部会費収益であ
る。

書籍頒布事業と通関士養成事業
の期末在庫である。

その他流動資産合計
流動資産合計

財　　産　　目　　録
平成２５年３月３１日現在

貸借対照表科目

現金預金合計
書籍頒布事業の当該事業年度顧
客注文分である。

公益目的事業及び管理目的の業
務に使用する当該事業年度の会
費である。



場所・物量等 使用目的等 金　額
125,321,038

建物付属設備 事務所内部間仕切等11点 （共有財産） 1,988,532
うち公益目的保有財産81.2％

什器備品 （共有財産） 664,870
うち公益目的保有財産81.2％

ソフトウェア （共有財産） 21,425,222
うち公益目的保有財産81.2％

保証金 日本紙通商㈱（ｺﾐﾈﾋﾞﾙ3階） （共有財産） 20,737,500
うち公益目的保有財産81.2％

投資有価証券 第11回ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ共和国円貨債券　他1銘柄 100,620,000
大和証券本店

住宅貸付金 職員住宅資金貸付金 2,082,408

147,518,532
1,178,483,870
1,489,029,882

（流動負債） 買掛金 開成印刷㈱　他5社 15,372,359

未払金 ㈱ナブ・アシスト　他27社 12,542,104

会費前受金 一般会費  3,848口 137,037,580
特別会費      48口

前受金 14,718,592

19,656,104

3,238,055

通関士養成通信教育・講習会（受講料） 20,801,800
計328口

＜前受金計＞ 58,414,551
預り金 職員 雇用保険料 1,029,495

役員、職員他 源泉所得税 1,019,249
役員、職員 地方税（住民税） 945,400

＜預り金計＞ 2,994,144
賞与引当金 職員に対するもの 14,914,160

241,274,898
（固定負債） 役員退職慰労 役員に対するもの 7,361,495

引当金

職員退職給付 職員に対するもの 117,959,543
引当金

125,321,038
366,595,936

1,122,433,946

流動負債合計
公益目的事業及び管理目的の業
務を執行する役員の退職慰労金の
支払いに備えたもの
公益目的事業及び管理目的の業
務に従事する職員の退職金の支
払いに備えたもの

固定負債合計
負債合計
正味財産

貿易統計等の年間購読情報提供販売
計431口

情報提供事業に使用する翌事業
年度の収益分である。

貿易実務研究部会、通関研究部会の
部会費。教育セミナ－受講料。　計119
口

セミナ-教育事業に使用する翌事
業年度の収益分である。

通関士養成事業に使用する翌事
業年度の収益分である。

公益目的事業及び管理目的の業
務に従事する職員の賞与の支払い
に備えたもの

固定資産合計
資産合計

公益目的事業に使用する費用であ
る。
公益目的事業及び管理目的の業
務に使用する費用である。
公益目的事業及び管理目的の業
務に使用する翌事業年度の会費
である。

週刊、月刊誌等年間購読、一般販売
計577口

書籍頒布事業に使用する翌事業
年度の収益分である。

会員登録情報閲覧ｼｽﾃﾑ、販売管理ｼ
ｽﾃﾑ、ﾎ-ﾑﾍﾟ-ｼﾞ構築他16点

うち管理目的の財源として使用す
る財産18.8％

うち管理目的の財源として使用す
る財産18.8％
公益目的事業及び管理目的の財
源として使用する財産

職員の住宅購入の財源として使用
する財産

その他固定資産合計

貸借対照表科目
特定資産合計

その他の固定
資産

うち管理目的の財源として使用す
る財産18.8％

ｻ-ﾊﾞ-4台、ﾊﾟｿｺﾝ3台、複写機3台、ｼｭ
ﾚｯﾀﾞ-2台、他事務用機器等7台

うち管理目的の財源として使用す
る財産18.8％


