
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平 成 17 年 3 月 31 日 ( 単 位 : 円 )

（資　産　の　部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

Ⅰ　流　動　資　産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

　１．現　金　預　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 972,496 　　　　　　　

　　　　東京三菱銀行駒込支店普通預金　　　　　　　　　

　２．未　　収　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,415

　 　　 複写手数料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 1,002,911

Ⅱ　固　定　資　産　（基本財産）　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

　１．図　書　資　料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 1,010,144,738 　　

和 漢 書 509,862冊　 　　　　　　　 　　

洋 書 358,880冊　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

複 写 資 料 29,800点　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

　２．建　物　及　設　備 1,205,805,457

所 在 東京都文京区本駒込2丁目28番21号 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　

建 物 構　　造 鉄筋コンクリ－ト造　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　

建築面積 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

延床面積 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

本館棟 ５階　搭屋１階　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

建築面積 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

延床面積 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

別館棟 ４階　搭屋２階　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

建築面積
延床面積 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

書庫１号棟　６階　　　　　　　６階　搭屋１階　　　

建築面積 　499.52平方米 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

延床面積 2,888.53平方米 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

書庫２号棟　５階　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

建築面積 　　240.50平方米 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

延床面積 　1,202.49平方米 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

付属棟　　　１階　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

建築面積 　6.60平方米 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

延床面積 　6.60平方米 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

設 備 書架、複写、製本、空調衛生、防犯、　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

昇降機、電気給排水等諸設備　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

　３．土　　　　　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 110,494 　　

所　　在　　　　東京都文京区本駒込2丁目28番21号 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

地　　番　　　　東京都文京区本駒込2丁目147番１号

地　　目 　 宅　　地　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

面　　積　　　　３，６８７．６３平方米　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

　４．保　　証　　金　　　　 　　

日本警備保証株式会社保証金　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 50,000 　　

　5.　有　価　証　券　　　　

　銘　柄　利付国庫債券 　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

額面 202,500,000円　 202,475,610

銘　柄　オリックス社債 　

額面 　 6,000,000円 5,996,867

銘　柄　近畿日本鉄道社債 　

額面 71,000,000円 70,999,796

7,141.00平方米

260.96平方米

1,357.18平方米

407.59平方米

1,686.20平方米

財　　　産　　　目　　　 録　　

　　　　　科　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　　 金　　　　　　　　　　額

1,415.17平方米



銘　柄　南海電気鉄道社債 　 　　　　　　　

額面 　 21,000,000円 20,999,673

　銘　柄　共同発行市場公募地方債　　

額面 　40,000,000円 40,000,000

　 銘　柄　MITSUBIHI SECURITIES INTER NATIONAL PLC＃791

500,000,000

　 銘　柄　TOKYO-MITSUBISHI INTERNATIONAL PLC No.360

1,000,000,000

　 銘　柄　MMC INTERNATIONAL FINANCE (NETHERLANDS) B.V.

500,000,000

　 銘　柄　THE MITUBISHI TURST AND BANKING CORP. No20

500,000,000 2,840,471,946

　６．銀行預金及信託 　　 　　　　　　

東京三菱銀行駒込支店普通預金 264,822

　 〃 定期預金 0 264,822 5,056,847,457

Ⅲ　固　定　資　産　（その他）　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

　１．什　器　備　品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 71,967,822 　　

事務用器具等　　　　　　　　　　　608 点　　　　

　２．図　書　資　料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 31,563,274 　　

和　漢　書　　　　　　 　　　 5,468 冊　 　　　　　　　 　　

洋　　　書　　　　　 　　　 5,842 冊　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

　３．電　話　加　入　権　　　 　　 　５回線　　　　　　　　 　　　　　　　 364,000 　　

　４．退職給与積立預金 　

東京三菱銀行駒込支店普通預金 8,148,167

　　　　〃　　　　　定期預金 0

三菱信託銀行池袋支店普通預金　　　　　 22,767

〃　　 　定期預金 43,000,000

〃 金銭信託　 1,288,492

オリックス社債 　 　　　　　　　 　　　　　　　

額面 　15,000,000円　 15,063,116 67,522,542

　５．建物等修繕積立預金 　

東京三菱銀行駒込支店普通預金 15,692,477

　　　　〃　　　　　定期預金 10,000,000

オリックス社債 　

額面 　　32,000,000円 32,091,358

小田急電鉄社債 　

額面 　10,000,000円 10,015,435

67,799,270

6．運営調整積立預金 　　　　　

東京三菱銀行駒込支店普通預金　　　　　　 28,211,659

　 〃 　　 定期預金 0

小田急電鉄社債 　

額面 　10,000,000円 10,015,435

オリックス社債 　

額面 　10,000,000円 10,038,278 48,265,372 287,482,280

資　　　　産 合　　　　計 5,345,332,648

　　　　　 額面　　500,000,000円　

額面　1,000,000,000円　

　　　　　 額面　　500,000,000円　

金　　　　　　　　　　額　　　　　科　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　　

　　　　　 額面　　500,000,000円　



（負　債　の　部 ） 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　

Ⅰ　流　動 負　債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

１．預 　 り 金 職員に対する給与源泉所得税等 799,178 　　

２．未　 　払　 　金　 複写機使用料等　　　　 203,733 1,002,911

Ⅱ　固　定 負　債 　　　　　　　

１．退職給与引当金 役職員退職金引当額累計 70,576,117 70,576,117

71,579,028

5,273,753,620

負　　　　債 合　　　　計

　　　 　　 　　 　 正　　　　味 財　　　　産 　　　　　　

金　　　　　　　　　　額　　　　　科　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月３１日 （単位：円）
  　　　　　科　　　　　　　　　目　　　　　　
（資　産　の　部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　
I 流　動　資　産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　
　１．現　金　預　金　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　
　　　　東京三菱銀行駒込支店普通預金　　　　　　　　　　　1,551,034 　　　　　　　 　　　　　　　
　　　　    　    〃　      定期預金　　　　　　　　      3,000,000 4,551,034               
                                                                                                    
II 固　定　資　産                                                                                  
  １．図　書　資　料                                      2,463,433                             
        洋　　　　書              　 ６８０　冊                                                       
        マイクロフィルム        ６，４９１  ｺﾏ　           　　　        　　　　　　　 　　　　　　　
                           　　　　　　４００　ﾌｨ-ﾄ                                                       
  ２．備　　　　　品                   69 点             5,438,475 7,901,908               

             資　　　　産　      合　　　　計              　　　        　　　       12,452,942
（負　債　の　部  ）                                      　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　
　　　　　　　　　                                        　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　
I  流　動  負　債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

              

             負　　　　債        合　　　　計              　　         0
             正　　　　味        財　　　　産              　　　        　　　       12,452,942

金　　　　　　額

財団法人東洋文庫特定会計資金　財産目録



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年３月３１日 （単位：円）

　　　　　科　　　　　　　　　目　　　　　　

（資　産　の　部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

I 流　動　資　産 　　　　　　　 　　　　　　　

　１．現　金　預　金　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　　　

　　　　東京三菱銀行駒込支店普通預金　　　　　　　　　　　22,016,056 　　　　　　　

　　　　 　 〃　 定期預金　　　　　　　　 20,000,000 42,016,056

II 固　定　資　産

１．有　価　証　券

　　　オリックス社債

　　　回数　第69回　額面 　43,000,000円 43,164,595

　　　　　　　　　　　　年利 　７厘７毛

取得　 平成16年8月11日

43,164,595

資　　　　産　 合　　　　計 　　　 　　　 85,180,651

（負　債　の　部 ） 　　　　　　　 　　　　　　　

　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

I 流　動 負　債 　　　　　　　 0

負　　　　債 合　　　　計 　　 0

正　　　　味 財　　　　産 　　　 　　　 85,180,651

金　　　　　　額

財　団　法　人　東　洋　文　庫　維　持　会　財　産　目　録


