
（単位：円）

金額

流動資産

現 金 預 金 手許現金

　公益事業　手許現金 1,029,732

収益事業等　手許現金 94,753

法人会計　　手許現金 220,129

1,344,614

預金

普通預金

三井住友銀行 京阪京橋支店 本部 運転資金（公益目的事業会計） 7,717,475

関西みらい銀行 城東支店 本部 運転資金（公益目的事業会計） 503,270

筑波銀行 つくば営業部 茨城 運転資金（公益目的事業会計） 34,634

足利銀行 宇都宮支店 栃木 運転資金（公益目的事業会計） 847,784

群馬銀行 あいおい支店 群馬 運転資金（公益目的事業会計） 400,056

埼玉りそな銀行 久喜支店 埼玉東 運転資金（公益目的事業会計） 1,526,508

埼玉りそな銀行 狭山支店 埼玉西 運転資金（公益目的事業会計） 989,777

埼玉りそな銀行 川口支店 埼玉中 運転資金（公益目的事業会計） 1,587,616

北陸銀行 黒部支店 富山東 運転資金（公益目的事業会計） 102,914

静岡銀行 函南支店 静岡地区 運転資金（公益目的事業会計） 1,575,705

静岡銀行 大仁支店 静岡東 運転資金（公益目的事業会計） 261,717

静岡銀行 菊川支店 静岡西 運転資金（公益目的事業会計） 963,159

山陰合同銀行 くにびき出張所 山陰地区 運転資金（公益目的事業会計） 519,777

山陰合同銀行 倉吉駅前出張所 鳥取 運転資金（公益目的事業会計） 395,637

山陰合同銀行 本店営業部 島根東 運転資金（公益目的事業会計） 832,695

山陰合同銀行 くにびき出張所 島根西 運転資金（公益目的事業会計） 804,904

三井住友銀行 新大阪支店 本部 運転資金（賃貸事業） 1,703,484

三菱UFJ銀行 都島支店 本部 運転資金（賃貸事業） 881,370

高倉信用金庫 みずほ支店 北陸地区 運転資金（賃貸事業） 445,511

山陰合同銀行 くにびき出張所 山陰地区 運転資金（３B用品等販売事業） 2,175,444

三菱UFJ銀行 京阪京橋支店 本部 運転資金（法人会計） 87,698

通常郵便貯金

ゆうちょ銀行 本部 運転資金（公益目的事業会計） 8,980,644

同上 北東北地区 運転資金（公益目的事業会計） 208,386

同上 北海道 運転資金（公益目的事業会計） 48,938

同上 青森 運転資金（公益目的事業会計） 217,595

同上 岩手 運転資金（公益目的事業会計） 295,189

同上 秋田 運転資金（公益目的事業会計） 620,678

同上 東北地区 運転資金（公益目的事業会計） 1,596,991

同上 宮城南 運転資金（公益目的事業会計） 623,472

同上 山形 運転資金（公益目的事業会計） 343,180

同上 福島南 運転資金（公益目的事業会計） 273,130

同上 福島北 運転資金（公益目的事業会計） 525,402

同上 北関東地区 運転資金（公益目的事業会計） 3,862,173

同上 関東地区 運転資金（公益目的事業会計） 2,552,125

同上 千葉北 運転資金（公益目的事業会計） 342,982

同上 千葉南 運転資金（公益目的事業会計） 726,599

同上 東京東 運転資金（公益目的事業会計） 181,341

同上 東京西 運転資金（公益目的事業会計） 66,286

同上 神奈川南 運転資金（公益目的事業会計） 1,012,969

同上 神奈川北 運転資金（公益目的事業会計） 780,645

同上 山梨 運転資金（公益目的事業会計） 481,186

同上 長野 運転資金（公益目的事業会計） 372,798

財　産　目　録

令和3年12月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

運転資金（公益目的事業会計）

運転資金（3B用品等販売事業）

運転資金（法人会計）

手許現金小計
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（単位：円）

金額

財　産　目　録

令和3年12月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

同上 新潟地区 運転資金（公益目的事業会計） 317,074

同上 新潟南 運転資金（公益目的事業会計） 532,362

同上 新潟北 運転資金（公益目的事業会計） 231,424

同上 北陸地区 運転資金（公益目的事業会計） 896,926

同上 富山西 運転資金（公益目的事業会計） 471,211

同上 石川 運転資金（公益目的事業会計） 127,311

同上 福井 運転資金（公益目的事業会計） 845,210

同上 中部地区 運転資金（公益目的事業会計） 817,925

同上 岐阜 運転資金（公益目的事業会計） 789,655

同上 愛知東 運転資金（公益目的事業会計） 32,206

同上 愛知中 運転資金（公益目的事業会計） 1,001,909

同上 愛知西 運転資金（公益目的事業会計） 1,279,418

同上 三重 運転資金（公益目的事業会計） 1,623,315

同上 北関西地区 運転資金（公益目的事業会計） 2,659,720

同上 京都北 運転資金（公益目的事業会計） 300,426

同上 兵庫北 運転資金（公益目的事業会計） 10,485

同上 関西地区 運転資金（公益目的事業会計） 1,765,341

同上 滋賀 運転資金（公益目的事業会計） 393,202

同上 京都南 運転資金（公益目的事業会計） 475,020

同上 大阪南 運転資金（公益目的事業会計） 351,304

同上 大阪中 運転資金（公益目的事業会計） 427,741

同上 大阪北 運転資金（公益目的事業会計） 431,750

同上 兵庫東 運転資金（公益目的事業会計） 386,144

同上 兵庫西 運転資金（公益目的事業会計） 919,299

同上 奈良 運転資金（公益目的事業会計） 304,654

同上 中国地区 運転資金（公益目的事業会計） 2,233,400

同上 岡山 運転資金（公益目的事業会計） 693,566

同上 広島東 運転資金（公益目的事業会計） 466,580

同上 広島西 運転資金（公益目的事業会計） 642,892

同上 山口 運転資金（公益目的事業会計） 217,714

同上 四国地区 運転資金（公益目的事業会計） 116,425

同上 徳島 運転資金（公益目的事業会計） 826,325

同上 香川 運転資金（公益目的事業会計） 832,463

同上 愛媛 運転資金（公益目的事業会計） 1,353,585

同上 高知 運転資金（公益目的事業会計） 1,331,046

同上 九州地区 運転資金（公益目的事業会計） 1,057,496

同上 福岡南 運転資金（公益目的事業会計） 1,275,106

同上 福岡中 運転資金（公益目的事業会計） 512,842

同上 福岡北 運転資金（公益目的事業会計） 784,813

同上 佐賀 運転資金（公益目的事業会計） 55,940

同上 長崎 運転資金（公益目的事業会計） 1,055,214

同上 熊本南 運転資金（公益目的事業会計） 147,492

同上 熊本北 運転資金（公益目的事業会計） 563,331

同上 大分 運転資金（公益目的事業会計） 1,313,659

同上 宮崎 運転資金（公益目的事業会計） 1,096,416

同上 鹿児島 運転資金（公益目的事業会計） 1,438,328

同上 沖縄 運転資金（公益目的事業会計） 596,446

同上 北東北地区 運転資金（３B用品等販売事業） 868,586

同上 北東北地区 運転資金（賃貸事業） 798,464

同上 東北地区 運転資金（３B用品等販売事業） 131,431

同上 北関東地区 運転資金（３B用品等販売事業） 170,574

同上 関東地区 運転資金（３B用品等販売事業） 803,810

同上 新潟地区 運転資金（３B用品等販売事業） 782,288

同上 北陸地区 運転資金（３B用品等販売事業） 1,373,049

同上 静岡地区 運転資金（３B用品等販売事業） 1,011,103

同上 中部地区 運転資金（３B用品等販売事業） 2,819,792

同上 北関西地区 運転資金（３B用品等販売事業） 538,832
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（単位：円）

金額

財　産　目　録

令和3年12月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

同上 関西地区 運転資金（３B用品等販売事業） 239,158

同上 中国地区 運転資金（３B用品等販売事業） 4,768,831

同上 四国地区 運転資金（３B用品等販売事業） 891,719

同上 九州地区 運転資金（３B用品等販売事業） 1,051,928

振替郵便貯金

ゆうちょ銀行 本部 運転資金（公益目的事業会計） 1,962,002

預り保険引当預金

三井住友銀行 本部
運転資金（３B保険取りまとめ事業）

保険料の預り口座
9,067,120

定額郵便貯金

ゆうちょ銀行 関東地区 運転資金（公益目的事業会計） 500,000

112,250,642

113,595,256

本部
令和3年度営業代行手数料（３B用品等販

売事業）
6,825,550

本部
50周年大会交通費返金（公益目的事業会

計）
311,180

指導士・指導者その他 本部
名刺・会員証等の未収代金等（公益目的事

業会計）
653,693

7,813,649

前 払 費 用
研修会会場代ほか

各地区
公益事業目的の会場費・交通費等の前払費

用
6,471,800

１月分・電気保安料・顧問料等 本部 法人管理目的の顧問料等の翌期分前払 56,510

6,528,310

頒 布 物 会員証カード・リーフレット用紙等 1,549,854

指導者等用のテキスト・DVD等 1,424,735

2,974,589

130,911,804

固定資産

特定資産

15,000,000

15,000,000

30,000,000

40,500,000

4,500,000

45,000,000

会 館 建 替 引 当 資 産

15,170,000

7,585,000

2,527,000

25,282,000

12,723,000

1,413,000

14,136,000

預金小計

科目計

未 収 金 指導士・指導者その他 各地区 高齢者講座代金（公益目的事業会計）

西鉄旅行

科目計

科目計

23,226

㈱テル子コーポレーション

公益事業共通にかかる頒布物として在庫保有

公益事業指導者・指導士養成等のための頒布物

科目計

流動資産合計

50周年記念大会引当資産

三井住友銀行　京阪京橋支店普通預金

成人・ファミリー支援事業で実施する50周年記念大会

のための資金積立

ゆうちょ銀行
同上

  本部会館建替引当資産
三井住友銀行　新大阪支店普通預金

大阪全国本部会館建替のために積立てを行う引当資産

（公益目的60%）

同上（賃貸事業会計30%)

同上（法人会計10%)

科目計

科目計

土 地 取 得 引 当 資 産
三井住友銀行　京阪京橋支店　定期預金

関東地区の隣接用地購入のための資金として保有する

引当資産（公益目的90%)

同上（法人会計10%)

科目計

　九州地区会館建替引当

資産

三井住友銀行　京阪京橋支店　定期預金

九州地区会館建替のために積立てを行う引当資産（公

益目的90%）

同上（法人会計10%)

科目計
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（単位：円）

金額

財　産　目　録

令和3年12月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

5,946,000

660,000

6,606,000

6,464,000

716,000

7,180,000

4,405,000

488,000

4,893,000

5,156,000

571,000

5,727,000

3,693,000

409,000

4,102,000

9,978,000

1,108,000

11,086,000

7,440,000

825,000

8,265,000

87,277,000

修 繕 引 当 資 産

6,750,000

750,000

2,700,000

300,000

864,038

96,000

1,372,500

152,500

1,283,372

142,593

2,610,000

290,000

3,600,000

400,000

　東北地区会館建替引当

資産

三井住友銀行　京阪京橋支店　定期預金

東北地区会館建替のために積立てを行う引当資産（公

益目的90%）

同上（法人会計10%)

科目計

　中国地区会館建替引当

資産

三井住友銀行　京阪京橋支店　定期預金

中国地区会館建替のために積立てを行う引当資産（公

益目的90%）

同上（法人会計10%)

科目計

　四国地区会館建替引当

資産

三井住友銀行　京阪京橋支店　定期預金

四国地区会館建替のために積立てを行う引当資産（公

益目的90%）

同上（法人会計10%)

科目計

　北陸地区会館建替引当

資産

三井住友銀行　京阪京橋支店　定期預金

北陸地区会館建替のために積立てを行う引当資産（公

益目的90%）

同上（法人会計10%)

科目計

　静岡地区会館建替引当

資産

三井住友銀行　京阪京橋支店　定期預金

静岡地区会館建替のために積立てを行う引当資産（公

益目的90%）

同上（法人会計10%)

科目計

　中部地区会館建替引当

資産

三井住友銀行　京阪京橋支店　定期預金

中部地区会館建替のために積立てを行う引当資産（公

益目的90%）

同上（法人会計10%)

科目計

　北関東地区会館建替引

当資産

三井住友銀行　京阪京橋支店　定期預金

北関東地区会館建替のために積立てを行う引当資産

（公益目的90%）

同上（法人会計10%)

科目計

（北陸地区会館修繕資金） 三菱UFJ銀行　京阪京橋支店　定期預金

北陸地区会館の大規模修繕工事のために積立てを行う

引当資産（公益目的90%）

同上（法人会計10%)

（四国地区会館修繕資金） 三菱UFJ銀行　京阪京橋支店　定期預金

四国地区会館の大規模修繕工事のために積立てを行う

引当資産（公益目的90%）

同上（法人会計10%)

会館建替引当資産計

（本部会館修繕資金） 三菱UFJ銀行　京阪京橋支店　定期預金

大阪全国本部会館の大規模修繕工事のために積立てを

行う引当資産（公益目的90%）

同上（法人会計10%)

（東北地区会館修繕資金） 三菱UFJ銀行　京阪京橋支店　定期預金

東北地区会館の大規模修繕工事のために積立てを行う

引当資産（公益目的90%）

同上（法人会計10%)

（九州地区会館修繕資金） 三菱UFJ銀行　京阪京橋支店　定期預金

九州地区会館の大規模修繕工事のために積立てを行う

引当資産（公益目的90%）

同上（法人会計10%)

（関東地区会館修繕資金） 三菱UFJ銀行　京阪京橋支店　定期預金

関東地区会館の大規模修繕工事のために積立てを行う

引当資産（公益目的90%）

同上（法人会計10%)

（中国地区会館修繕資金） 三菱UFJ銀行　京阪京橋支店　定期預金

中国地区会館の大規模修繕工事のために積立てを行う

引当資産（公益目的90%）

同上（法人会計10%)
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（単位：円）

金額

財　産　目　録

令和3年12月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

700,000

100,000

360,000

40,000

360,000

40,000

22,911,003

18,242,157

3,713,892

21,956,049

943,750

943,750

定期預金（公益増進引

当資産）
100,000,000

308,087,802

その他固定資産

建 物

38,871,460

12,957,157

3,304,594

1

9,245,700

786,906

1,027,303

87,438

1,060,054

2,032,875

（静岡地区会館修繕資金） 三菱UFJ銀行　京阪京橋支店　定期預金

静岡地区会館の大規模修繕工事のために積立てを行う

引当資産（公益目的90%）

同上（法人会計10%)

（中部地区会館修繕資金） 三菱UFJ銀行　京阪京橋支店　定期預金

中部地区会館の大規模修繕工事のために積立てを行う

引当資産（公益目的90%）

同上（法人会計10%)

（北関東地区会館修繕資金） 三菱UFJ銀行　京阪京橋支店　定期預金

北関東地区会館の大規模修繕工事のために積立てを行

う引当資産（公益目的90%）

同上（法人会計10%)

役員退職慰労引当資産 三井住友銀行　京阪京橋支店　普通預金
理事等役員の退職給付に備えるための引当預金（法人

会計）

科目計

科目計

退 職 給 付 引 当 資 産 三井住友銀行　京阪京橋支店　普通預金

従業員の退職給付に備えるための引当預金（公益事業）

同上(法人会計）

科目計

77,742,915

同上(賃貸事業会計30％）

同上（法人会計10％）

(九州地区会館)

福岡市博多区東比恵3丁目225番地

1F239.11㎡

2F72.00㎡

九州地区会館として使用している

（公益目的90％）
29,741,300

同上（法人会計10％）

関西みらい銀行　城東支店　定期預金
運用利息を公益事業に組入れるため保有する公益目的

財産として保有する預金

特定資産合計

　(全国本部会館)

大阪市淀川区宮原1丁目15番地9、15番地10、

15番地11

1F152.30㎡

2F175.88㎡

3F109.53㎡

4F109.53㎡

全国本部所在地であり4階建ての内1階・

2階及び3階部分の1/2を㈱テル子コーポレーションに

賃貸し、その他の部分を使用している

（公益目的60％）

(山陰地区会館)

松江市宍道町佐々布553番地5

1F210.92㎡
山陰地区会館として使用している

（公益目的90％）
1

同上（法人会計10％）

(北東北地区会館)

盛岡市盛岡駅前通505番地11、505番地12

1F63.48㎡

2F79.49㎡

3F79.49㎡

4F79.49㎡

北東北地区会館改修工事(公益目的90％）

北東北地区会館改修設計料（公益目的90％）

北東北地区会館として使用している

（公益目的90％）
9,540,464

同上（法人会計10％）

同上（法人会計10％）

同上（法人会計10％）

(東北地区会館)

福島市柳町27番1・2・3・5、28番

1F79.00㎡

2F101.25㎡

東北地区会館として使用している

（公益目的90％）
18,295,795

同上（法人会計10％）
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（単位：円）

金額

財　産　目　録

令和3年12月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

1,938,174

1,312,006

1,721,269

17,697,606

1,966,403

1,442,060

738,237

4,199,628

3,563,416

373,505,553

建 物 付 属 設 備

15,820,439

7,910,251

2,636,790

964,557

107,178

74,274

8,257

866,871

96,331

700,577

77,852

900,567

100,084

2,028,743

225,434

754,190

83,808

2,350,665

261,189

3,401,304

377,942

39,747,303

(中国地区会館)

福山市紅葉町71番地

1F48.35㎡

2F100.10㎡

中国地区会館として使用している

（公益目的90％）
17,443,519

同上（法人会計10％）

(四国地区会館)

四国中央市金生町下分字山ノ端199番地3

122.79㎡
四国地区会館として使用している

（公益目的90％）
11,807,996

同上（法人会計10％）

(北陸地区会館)

高岡市明園町379番地1

161.59㎡
北陸地区会館として使用している

（公益目的90％）
15,491,371

同上（法人会計10％）

(関東地区会館)

東京都渋谷区本町4丁目8-44

1F97.53㎡

2F97.21㎡

3F97.21㎡

関東地区会館リフォーム工事（公益目的90％）

関東地区会館として使用している

（公益目的90％）
12,978,492

37,796,596

同上（法人会計10％）

(北関東地区会館) さいたま市北区宮原町2丁目125-9

北関東地区会館として使用している

（公益目的90％）
32,070,709

同上（法人会計10％）

同上（法人会計10％）

同上（法人会計10％）

(静岡地区会館)

静岡市横砂町489-2

97.16㎡
静岡地区会館として使用している

（公益目的90％）
6,644,108

同上（法人会計10％）

科目計

全国本部会館 

全国本部に付帯する電気設備他（公益目的60％）

同上(賃貸事業会計30％）

同上（法人会計10％）

九州地区会館
九州地区会館に付帯する電気設備他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

(中部地区会館)

名古屋市北区金城3丁目605

1F64.26㎡

2F138.60㎡

中部地区会館として使用している

（公益目的90％）

四国地区会館
四国地区会館に付帯する電気設備他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

北陸地区会館
北陸地区会館に付帯する電気設備他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

山陰地区会館
山陰地区会館に付帯する電気設備他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

中国地区会館
中国地区会館に付帯する電気設備他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

関東地区会計
関東地区会館に付帯する電気設備他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

北関東地区会館
北関東地区会館に付帯する電気設備他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

中部地区会館
中部地区会館に付帯する電気設備他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

静岡地区会館
静岡地区会館に付帯する電気設備他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

科目計
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（単位：円）

金額

財　産　目　録

令和3年12月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

構 築 物

1,636,238

818,125

272,715

1

1

9

7

121,429

13,499

373,982

41,557

397,693

44,191

120,364

13,149

337,851

37,541

260,390

28,935

4,517,677

什 器 備 品

268,873

16,048

187,818

563,361

55,970

1,092,070

土 地

54,248,275

18,082,760

5,443,800

10,057,536

1,117,504

1,687,338

12,123,000

1,347,000

2,791,000

中国地区会館
中国地区会館に付帯するフェンス他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

四国地区会館
四国地区会館に付帯するフェンス他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

全国本部会館

全国本部に付帯するフェンス他（公益目的60％）

同上(賃貸事業会計30％）

同上（法人会計10％）

九州地区会館
九州地区会館に付帯する外構他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

静岡地区会館
静岡地区会館に付帯する舗装他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

関東地区会計
関東地区会館に付帯するフェンス他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

北陸地区会館
北陸地区会館に付帯するフェンス他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

中部地区会館
中部地区会館に付帯するフェンス他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

各地区会館

ワイヤレスアンプ、音響デッキ他

公益目的使用

法人会計使用

科目計

大阪市淀川区宮原1丁目15番9

147.43㎡(宅地122.71㎡)

大阪市淀川区宮原1丁目15番10

72.14㎡

大阪市淀川区宮原1丁目15番11

30.84㎡

全国本部の所在地である（公益目的60％）

北関東地区会館
北関東地区会館に付帯するフェンス他（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

科目計

全国本部会館

パソコン、プリンター他

公益目的使用

収益目的使用

法人会計使用

108,496,552

同上（賃貸事業30％）

同上（法人会計10％）

福岡市博多区東比恵3丁目225番1

136.43㎡

福岡市博多区東比恵3丁目225番2

171.38㎡

九州地区会館の用地である（公益目的90％） 48,994,200

同上（法人会計10％）

25,119,000

同上（法人会計10％）

松江市宍道町佐々布553番地5

656.90㎡

山陰地区会館の用地である（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

盛岡市盛岡駅前通505番11

78.80㎡

盛岡市盛岡駅前通505番12

9.73㎡

北東北地区会館の用地である（公益目的90％） 15,186,038

同上（法人会計10％）

福山市紅葉町71番

119.96㎡

中国地区会館の用地である（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

福島市柳町27番1　219.70㎡　福島市柳町27番

2　103.97㎡　福島市柳町27番3　42.29㎡

福島市柳町27番5　37.67㎡　福島市柳町28

269.38㎡

東北地区会館の用地である（公益目的90％）

7 / 9 ページ



（単位：円）

金額

財　産　目　録

令和3年12月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

12,125,250

1,347,250

9,118,773

1,013,197

33,480,349

3,720,039

70,406,235

7,822,915

11,427,714

1,269,747

38,702,440

4,300,272

499,428,184

ソ フ ト ウ ェ ア 1,070,150

118,906

1,189,056

電 話 加 入 権 654,984

654,984

敷 金 288,000

32,000

320,000

預 け 保 証 金 100,000,000

100,000,000

1,020,454,827

1,328,542,629

1,459,454,433

流動負債

未 払 金

1,964,404

12,043,157

未 払 法 人 税 等 1,023,400

1,023,400

前 受 金 5,773,500

1,379,400

7,152,900

未 払 費 用 104,000

26,000

130,000

預 り 金 2,218,106

42,468

2,260,574

賞 与 引 当 金 1,573,000

270,000

1,843,000

24,453,031

四国中央市金生町下分字山ノ端199番3

245㎡

四国地区会館の用地である（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

高岡市明園町379番1

889.25㎡

北陸地区会館の用地である（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

静岡市清水区横砂南町489番2

214.87㎡

静岡地区会館の用地である（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

さいたま市北区宮原町2丁目125番9

186㎡

北関東地区会館の用地である（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

名古屋市北区金城3丁目605番

191.76㎡

中部地区会館の用地である（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

東京都渋谷区本町4丁目8番44

143.23㎡

関東地区会館の用地である（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

科目計

和泉開発㈱
新潟地区事務所借上敷金（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

科目計

㈱テル子コーポレーション 預け保証金（３B用品等販売会計）

科目計

全国本部会館
会計ソフトほか（公益目的90％）

同上（法人会計10％）

科目計

06-6391-3337他 法人会計使用

10,078,753
佐川急便他

淀川年金事務所他 社会保険料・顧問料他（法人会計）

科目計

その他固定資産合計

固定資産合計

資産合計

科目計

東淀川税務署他 各所在地に対する住民税（収益事業等会計）

科目計

指導者・指導士他 50周年大会参加費・受験料他（公益目的）

淀川年金事務所
社会保険料・給料他（公益目的）

科目計

役員・職員他
源泉所得税・50周年大会費用他（公益目的）

同上（法人会計）

科目計

㈱テル子コーポレーション他 家賃・共益費他（賃貸事業）

科目計

淀川年金事務所
賞与引当金にかかる法定福利費（公益目的）

同上（法人会計）

職員に対する賞与の引当
職員に対する賞与の支払いに備えたもの（公益目的）

同上（法人会計）

科目計

流動負債合計
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（単位：円）

金額

財　産　目　録

令和3年12月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

固定負債

受 入 保 証 金

9,660,000

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 943,750

943,750

退 職 給 付 引 当 金 18,519,195

3,713,892

22,233,087

32,836,837

57,289,868

1,402,164,565

9,660,000

科目計

役員 役員に対する退職金の支払いに備えたもの（法人会計）

負債合計

正味財産

科目計

職員
職員に対する退職金の支払いに備えたもの（公益目的）

同上（法人会計）

科目計

固定負債合計

㈱テル子コーポレーション

アイフォンフィックスセンター

本部会館賃貸に係る預かり敷金

北東北地区会館1階賃貸料（賃貸事業）
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