
（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 355,462
普通預金　三菱東京UFJ銀行 運転資金として 18,098,384
　　　　　駒込支店

振替口座　ゆうちょ銀行 運転資金として 176,857

〈現金・預金計〉 18,630,703

未収収益 有価証券利息 公益目的事業及び管理目的の 3,734,832
財源として使用する資産の利息

〈未収収益計〉 3,734,832

未収金 株式会社インフォマージュ他 公益目的事業の事業収益分で 3,171,360
ある。

〈未収金計〉 3,171,360

商品 「東洋文庫の名品50選」 公益目的事業の在庫である。 4,704,353
他計9,734冊

浮世絵複製他計26,375点 6,625,266

〈商品計〉 11,329,619

前払費用 エムエスティ保険サービス㈱ 役員賠償責任保険料 241,800
日立キャピタル㈱他計2件 公益事業目的の業務に使用して 16,884

いる複写機リース料他

〈前払費用計〉 258,684

37,125,198

(固定資産）

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

和漢書80,064冊 定財産である。

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 （共用財産） 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 うち管理目的保有財産 1％

　　　147番1号

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､ （共用財産） 2,217,467,946

      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　　　　　　　　うち管理目的保有財産 1％

　　　　建築面積1,351.67平方米

　　　　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 171,662,040

　　　　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 （共用財産） 135,612,532
うち公益目的保有財産99％

うち管理目的保有財産 1％

什器備品 ＰＣ一式他事務用機器及び 公益目的保有財産 283,923,417
事務所付帯設備170点

図書資料 和漢書　460,851冊　　　　   　　       　　　 　公益目的保有財産 1,350,297,902
洋  書  370,356冊

複写資料 29,800点

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ等　959冊

ソフトウェア 図書館システム他計16点 公益目的保有財産 3,474,743

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 2,302,500,000

資産 　　  三菱UFJ証券ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債 益目的事業の財源に使用してい

　　　 他5銘柄 る。

普通預金　 公益目的保有財産。運用益を公 40,000,000
　　　三菱東京UFJ銀行駒込支店 益目的事業の財源に使用してい

る。

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

　　　ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債

普通預金　 （共用財産） 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 59,302,303

資産       三菱東京UFJ銀行駒込支店 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 103,295,149

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

大阪府公募公債他4銘柄 産であり特定費用準備資金として 114,526,043
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 24,621,762
      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 800,371

〈特定資産計〉 7,307,757,824

その他固定 構築物 （共用財産） 123,987

資産 うち公益目的保有財産99％

うち管理目的保有財産 1％

什器備品 ＰＣ一式他事務用機器及び （共用財産） 1,741,558
事務所付帯設備計126点 うち公益目的保有財産98％

うち管理目的保有財産 2％

ソフトウェア 会計ソフト他計12点 （共用財産） 930,812
うち公益目的保有財産21％

うち管理目的保有財産79％



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 （共用財産） 364,000
うち公益目的保有財産80％

うち管理目的保有財産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 304,791

〈その他固定資産計〉 3,465,148

7,314,806,513

7,351,931,711

（流動負債）未払金 ㈱美巧社他計4件 公益目的事業に於ける印刷物等 409,155
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 976,017
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 912,066
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 公益目的事業の業務に従事する職 140,445
員の3月勤務分時間外手当である。

〈未払金計〉 2,437,683

預り金 職員 健康保険料 3,784
役職員他 源泉所得税 857,464
役職員 地方税（住民税） 432,100

〈預り金計〉 1,293,348

賞与引当金 役職員 公益目的事業及び管理目的の業 7,874,219
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〉 7,874,219

11,605,250

（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 59,302,303
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〉 59,302,303

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

83,907,303

95,512,553

7,256,419,158

流動負債合計

固定負債合計

負債合計

正味財産

固定資産合計

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 7,614,910 7,874,219 7,614,910 0 7,874,219

退職給付引当金

（単位：円）

目的使用 その他

退職給付引当金 62,682,995 5,092,268 8,472,960 0 59,302,303

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

期末残高

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高

附　属　明　細　書

当期減少額
科目 期首残高 当期増加額


