
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平 成 18 年 3 月 31 日 ( 単 位 : 円 )

（資　産　の　部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　
Ⅰ　流　動　資　産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　
　１．現　金　預　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 1,239,170 　　　　　　　

　２．未　　収　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 199,176
　 　　  複写手数料等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,438,346

Ⅱ　固　定　資　産　（基本財産）　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　
　１．図　書　資　料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 1,041,708,012 　　

和 漢 書 515,330冊　 　　　　　　　 　　
洋 書 364,722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　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 　　

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

　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金

7,141.00平方米



5.　有　価　証　券　　　　
　 銘　柄　利付国庫債券      　　　　　            　　　　　　　　　　　

額面    202,500,000円  202,494,982
　 銘　柄　共同発行市場公募地方債　　

額面   　40,000,000円 40,000,000
　 銘　柄　三菱自動車工業株式会社無担保社債　　

額面    100,000,000円 98,471,739
　 銘　柄　MITSUBIHI SECURITIES INTERNATIONAL PLC No.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 2,840,966,721
６．銀行預金及信託                  　　 　　　　　　

三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金           114,822
　   　 〃         　 　  定期預金     0 114,822 5,088,755,506

Ⅲ 固　定　資　産　（その他）　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 　
１．什　器　備　品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 69,636,688 　

事務用器具等 　　　　　　　　　　474 点　　　　
２．図　書　資　料 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 33,303,718 　

和　漢　書　　　　　　 　　　 6,019 冊　 　　　　　　 　
洋　　　書　　　　　  　　　  7,586 冊　　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　

３．電　話　加　入 権 　　  　　  　５回線　　　　　　　　 　　　　　　　 364,000 　
４．退職給与積立預金                                  　

三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金           13,157,360
　　　　　　〃　　　　　　定期預金           52,000,000
三菱ＵＦＪ信託銀行池袋支店普通預金　　　　　     22,767
三菱ＵＦＪ証券池袋支店預り金 10,047,500 75,227,627

５．建物等修繕積立預金                                  　
三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金           42,941,557
　　　　　　〃　　　　　　定期預金           20,000,000 62,941,557

 6．運営調整積立預金      　　　　　
三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金           28,328,765
　　　　　　〃　　　　　　定期預金           0 28,328,765

269,802,355

        資　　　　産         合　　　　計        5,359,996,207

（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     1,141,161 　　

  ２．未　 　払　  　金　  複写機使用料等　　　　       297,185 1,438,346

Ⅱ　固　定   負　債                        　　　　　　　

  １．退職給与引当金   役職員退職金引当額累計     78,077,247 78,077,247

79,515,593

5,280,480,614

　　　　　 額面　　500,000,000円

　　　　　 額面　　500,000,000円

 額面　1,000,000,000円　

　　　　　科　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　　

 　　 　　  　 正　　　　味         財　　　　産          　　　　

金　　　　　　　　　　額

　　　　　 額面　　500,000,000円

       負　　　　債         合　　　　計        



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月３１日 （単位：円）

  　　　　　科　　　　　　　　　目　　　　　　

（資　産　の　部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

I 流　動　資　産 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

　１．現　金　預　金 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金 1,249,355 1,249,355 　　　　　　　

              

                                                                                                    

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           　　　        　　　       9,151,263

（負　債　の　部  ）                                     　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

　　　　　　　　　                                        　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

I  流　動  負　債 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
             

             負　　　　債        合　　　　計           　　         0

             正　　　　味        財　　　　産           　　　        　　　       9,151,263

財団法人東洋文庫特定会計資金　財産目録

金　　　　　　額



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年３月３１日 （単位：円）

  　　　　　科　　　　　　　　　目 　　　　

（資　産　の　部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

I  流　動　資　産 　　　　　　　 　　　　　　　

　１．現　金　預　金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　

　　　　三菱東京UFJ銀行駒込支店普通預金 　　 28,148,084 　　　　　　　

　　　　     　     〃　       定期預金 　　 30,000,000 58,148,084                                                                      

資　　　　産　      合　　　　計
 　　　        　　　       58,148,084

（負　債　の　部  ）                        　　　　　　　 　　　　　　　

　　　　　　　　　                          　　　　　　　 　　　　　　　

I  流　動  負　債 　　　　　　　 0

負　　　　債        合　　　　計
 　　         0

正　　　　味        財　　　　産
 　　　        　　　       58,148,084

財　団　法　人　東　洋　文　庫　維　持　会　財　産　目　録

金　　　　　　額


