
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2013 年 3 月 31 日　現　在 ( 単 位 : 円 )

公益目的保有財産

（資　産　の　部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　
Ⅰ　流　動　資　産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

現　金　預　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　
現金 439,535
三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金　　　　　　　　　 1,415,732
郵便振替口座 8,600

未収収益
有価証券未収利息 3,514,108

未　　収　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
複写手数料等 502,093

商　　　　　品
出版物等 8,462,857

前　払　費　用
保険料等 3,317,060

流動資産合計 17,659,985
Ⅱ　固　定　資　産　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

（1）基本財産
図 書 資 料 公益目的保有財産 1,041,708,012

和 漢 書        515,330冊　
洋 書        364,722冊　
複 写 資 料         29,800点　

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
　うち公益目的保有財産(99％) 公益目的保有財産 109,389
　うち管理目的財源(1%) 1,105

投資有価証券　　　　
満期保有目的の債券 2,842,500,275
　うち公益目的保有財産 公益目的保有財産 2,342,500,275
　うち管理目的財源 500,000,000

預金 　　　　　　
三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金           163,122
　うち公益目的保有財産(18％) 公益目的保有財産 29,362
　うち管理目的財源(82%) 133,760

基本財産合計 3,884,481,903
（2）特定資産

建　　　　物
所　　在 東京都文京区本駒込2丁目147、157-2
建物(本館） 構　　造 鉄骨鉄筋コンクリート造 2,386,836,886

建築面積
延床面積
空調衛生、昇降機、電気給排水等諸設備　

　うち公益目的保有財産(99％) 公益目的保有財産 2,362,968,517
　うち管理目的財源(1%) 23,868,369

建物(付属棟） 構　　造 鉄骨造 189,002,244
建築面積
延床面積
空調衛生、昇降機、電気給排水等諸設備　

　うち公益目的保有財産(99％) 公益目的保有財産 187,112,222
　うち管理目的財源(1%) 1,890,022

構 　築　 物 159,177,272
　うち公益目的保有財産(99％) 公益目的保有財産 157,585,499
　うち管理目的財源(1%) 1,591,773

什　器　備　品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公益目的保有財産 350,646,333
金庫他　　　　　　　　　　　      　　　　　　        　153 点　

図　書　資　料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公益目的保有財産 261,749,870
和　漢　書　　　　　   　　       　　　 　       22,988 冊
洋　　　書　　　　　　             　　　　　　     29,464 冊　
ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ等 　　　    917 冊

ソフトウェア 　　     　16 点 公益目的保有財産 7,844,463
退職給付引当資産                                  　

三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金           829,730
　　　　　　〃　　　　　　定期預金           56,000,000

建物設備修繕引当資産
満期保有目的の債券 29,997,630
三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金           779,021
　　　　　　〃　　　　　　定期預金           149,400,000

ＰＣＢ引当資産
三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金           7,381
　　　　　　〃　　　　　　定期預金           24,605,000

長期前払費用 1,635,541
データベース利用料

特定資産合計 3,618,511,371
（3）その他固定資産

什　器　備　品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,426,031
事務用器具等　　　　　　　　　　　　　        138 点　　
　うち公益目的保有財産(95％) 公益目的保有財産 4,204,729
　うち管理目的財源(5%) 221,302

ソフトウェア 　　     　11 点 3,378,541
　うち公益目的保有財産(81％) 公益目的保有財産 2,736,618
　うち管理目的財源(19%) 641,923

電　話　加　入　権　 　    　　5 回線 364,000
　うち公益目的保有財産(80％) 公益目的保有財産 291,200
　うち管理目的の財源(20%) 72,800

長期前払費用 57,322
保　険　料

運営調整積立資産      　　　　　
三菱東京ＵＦＪ銀行駒込支店普通預金           5,695,734
　　　　　　〃　　　　　　定期預金           40,000,000

その他固定資産合計 53,921,628
固定資産合計 7,556,914,902
        資　　　　産         合　　　　計        7,574,574,887

  408.14平方米

財　　　産　　　目　　　 録　　

　　　　　科　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　　 金　　　　　　　　　　額

1,351.67平方米
6,698.12平方米

  216.45平方米



公益目的保有財産　　　　　科　　　　　　　　　　　　　　　目　　　　　　　 金　　　　　　　　　　額

（負　債　の　部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　
Ⅰ　流　動   負　債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　

未　　払 　金　   出版物印刷料等　　　　       2,942,253 　　
前　　受　 金 受講料等 12,350
預    り   金     職員に対する給与源泉所得税等     1,471,469
賞 与 引 当 金 役職員賞与引当額 7,459,017
流動負債合計 11,885,089

Ⅱ　固　定   負　債                        　　　　　　　
退職給与引当金     役職員退職金引当額     56,829,730
ＰＣＢ引当金 ＰＣＢ処理費用 24,605,000
固定負債合計 81,434,730

93,319,819
7,481,255,068

(公益目的保有財産計） 6,719,486,489

（※）これ以外は、特段の指摘事項はございません。

       負　　　　債         合　　　　計        
　　　 　　 　　  　 正　　　　味         財　　　　産          　　　　　　


