
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　額

（流動資産）現金預金 現　　金　手元保管 運転資金として 372,874
普通預金　三菱東京UFJ銀行 運転資金として 28,487,862
　　　　　駒込支店

振替口座　ゆうちょ銀行 運転資金として 84,675

〈現金・預金計〉 28,945,411

未収収益 有価証券利息 公益目的事業及び管理目的の 3,715,078
財源として使用する資産の利息

〈未収収益計〉 3,715,078

未収金 株式会社ニチマイ他 公益目的事業の事業収益分で 792,765
ある。

〈未収金計〉 792,765

立替金 役職員 公益事業目的の旅費 149,020

〈立替金計〉 149,020

商品 「東洋文庫の名品50選」 公益目的事業の在庫である。 2,943,300
他計6,912冊

浮世絵複製他計28,560点 6,752,858

〈商品計〉 9,696,158

前払費用 職員 公益目的事業の業務を執行する 58,590
職員の6ヶ月分定期代である。

エムエスティ保険サービス㈱ 役員賠償責任保険料 268,870
㈱日本ビジネスリース他 公益事業目的の業務に使用して 16,415
計2件 いる複写機リース料他

〈前払費用計〉 343,875

43,642,307

(固定資産）

基本財産 図書資料 国宝・重要文化財・浮世絵 公益目的財産であり、公益目的 3,583,541
他計52,366件 事業に供している不可欠特定財

和漢書80,064冊 産である。

洋　書20,018冊

〈基本財産計〉 3,583,541

特定資産 土地 所在　東京都文京区本駒込2丁目28 （共有財産） 110,494

　　　番21号 うち公益目的保有財産99％

地番　東京都文京区本駒込2丁目 うち管理目的の財源として使用

　　　147番1号 する財産1％

地目　宅地

面積　3,687.63平方米

建物 所在　東京都文京区本駒込2丁目147､ （共有財産） 2,302,152,416

      157-2 うち公益目的保有財産99％

建物(本館)構造　鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　　　　　　　　うち管理目的の財源として使用

　　　　建築面積1,351.67平方米 する財産1％

　　　　延床面積6,698.12平方米

　　　　空調衛生､昇降機､電気給排

　　　　水等諸設備　
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場所・物量等 使用目的等 金　額貸借対照表科目

建物(付属棟)構造  鉄骨造 180,332,142

　　　　建築面積216.45平方米

　　　　延床面積408.14平方米

　　　　空調衛生､昇降機､電気給排

　　　　水等諸設備　

構築物 （共有財産） 147,394,902
うち公益目的保有財産99％

うち管理目的の財源として使用

する財産1％

什器備品 ＰＣ一式他事務用機器及び 公益目的財産 316,477,116
事務所付帯設備161点

図書資料 和漢書　460,146冊　　　　   　　       　　　 　公益目的財産 1,324,127,389
洋  書  368,720冊

複写資料 29,800点

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ等　948冊

ソフトウェア 図書館システム他計16点 公益目的財産 5,659,603

事業運営積立 投資有価証券　 公益目的保有財産。運用益を公 2,342,500,000

資産 　　  利付国債他5銘柄 益目的事業の財源に使用してい

る。

投資有価証券　 運用益を管理費の財源として使 500,000,000
　　　三菱UFJｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 用している。

　　　ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債

普通預金　 （共有財産） 163,122
　　　三菱東京UFJ銀行駒込支店 うち公益目的保有財産18％

うち管理目的の財源として使用

する財産82％

退職給付引当 普通・定期預金 役職員退職給付引当金見合の引当 62,682,995

資産       三菱東京UFJ銀行駒込支店 当資産として管理している。

建物設備修繕 普通・定期預金 長期修繕計画により、建物・設備 83,687,888

引当資産       三菱東京UFJ銀行駒込支店 の修繕に限定して使用する引当資

共同発行市場公募地方債他4銘柄 産であり特定費用準備資金として 115,253,973
管理している。

ＰＣＢ引当資産 普通・定期預金 ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の 24,615,515
      三菱東京UFJ銀行駒込支店 処分等にかかる支出額を引当資産

として管理している。

長期前払費用 ㈱東方書店 研究文献Ｗｅｂ版アクセス権 1,217,956

〈特定資産計〉 7,406,375,511

その他固定 構築物 （共有財産） 130,812

資産 うち公益目的保有財産99％

うち管理目的の財源として使用

する財産1％

什器備品 ＰＣ一式他事務用機器及び （共有財産） 3,099,082
事務所付帯設備計131点 うち公益目的保有財産95％

うち管理目的の財源として使用

する財産5％

ソフトウェア 会計ソフト他計11点 （共有財産） 1,559,995
うち公益目的保有財産80％

うち管理目的の財源として使用

する財産20％



場所・物量等 使用目的等 金　額貸借対照表科目

電話加入権 03-3942-0121他5回線 （共有財産） 364,000
うち公益目的保有財産80％

うち管理目的の財源として使用

する財産20％

長期前払費用 エムエスティ保険サービス㈱ 建物火災保険料 389,849

〈その他固定資産計〉 5,543,738

7,415,502,790

7,459,145,097

（流動負債）未払金 ㈱日相印刷他計5件 公益目的事業に於ける印刷物等 490,512
である。

東京海上日動ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱ 公益目的事業及び管理目的の業 2,185,658
他計7件 務に使用する事務所の設備管理

等である。

文京年金事務所 公益目的事業及び管理目的の業 971,412
務に従事する役職員の健康・厚

生年金保険料4月納付金である。

職員 公益目的事業及び管理目的の業 252,347
務に従事する職員の3月勤務分

時間外手当である。

〈未払金計〉 3,899,929

預り金 役職員他 源泉所得税 850,642
役職員 地方税（住民税） 409,600
役職員 雇用保険料 10,327

〈預り金計〉 1,270,569

賞与引当金 役職員 公益目的事業及び管理目的の業 7,614,910
務に従事する役職員の賞与の引

当金である。

〈賞与引当金計〉 7,614,910

12,785,408

（固定負債）退職給付引当金 役職員 公益目的事業及び管理目的の業 62,682,995
務に従事する役職員の退職給付

金の引当金である。

〈退職給付引当金計〉 62,682,995

ＰＣＢ引当金 PCB（ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ）の処分等に 24,605,000
かかる支出額の引当金である。

〈ＰＣＢ引当金計〉 24,605,000

87,287,995

100,073,403

7,359,071,694

資産合計

固定負債合計

負債合計

正味財産

流動負債合計

固定資産合計



１　基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高」において開示して

いるため、附属明細での記載を省略します。

２　引当金の明細

賞与引当金

（単位：円）

目的使用 その他

賞与引当金 7,459,017 7,614,910 7,459,017 0 7,614,910

退職給付引当金

（単位：円）

目的使用 その他

退職給付引当金 56,829,730 5,853,265 0 0 62,682,995

ＰＣＢ引当金

（単位：円）

目的使用 その他

ＰＣＢ引当金 24,605,000 0 0 0 24,605,000

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高

附　属　明　細　書

当期減少額
科目 期首残高 当期増加額 期末残高

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高


