
（流動資産）
現金預金
　　　　現金 手元保管 運転資金として 500,000

当座預金 きらぼし銀行中野支店 運転資金として 100,000
みずほ銀行中野支店 運転資金として 100,000
三菱UFJ銀行中野支店 運転資金として 100,000

普通預金 きらぼし銀行中野支店 運転資金として 13,418,450
みずほ銀行中野支店 運転資金として 84,382,625
三菱UFJ銀行中野支店 運転資金として 89,189,972
りそな銀行都島支店 運転資金として 370,036

振替口座 ゆうちょ銀行 運転資金として 60,824

定期預金 みずほ銀行中野支店 運転資金として 24,488,256
三菱UFJ銀行中野支店 運転資金として 27,232,857

＜現金・預金計＞ 239,943,020

未収金 会費（5件） 経常会費及び入会金の納入分である。 557,600
研究会 研究会事業の受託料金他である。 1,123,684
セミナー セミナーの受講料である。 64,200
資格事業 資格更新試験受験料等である。 7,457,340
通信教育 通信教育事業の受講料である。 161,480
広告（6件） 月刊JAGATinfoの広告料である。 465,080
page事業（7件） page2022出展料である。 1,937,320
出版 出版事業の顧客注文分である。 1,118,284
印刷白書（13件） 印刷白書の注文分である。 246,430

＜未収金計＞ 13,131,418

前払金 役職員 公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業
務に従事する役職員の3か月分通勤費（令和
4.4～令和4.6）等である。

1,101,851

火災保険料等 企業総合保険料 62,842

＜前払金計＞ 1,164,693

棚卸資産
      貯蔵品 通信教育 公1・通信教育の在庫である。 440,716
      棚卸刊行物 「みんなの印刷入門」他計5,755冊 収2・出版事業の在庫である。 4,009,511

＜棚卸資産（貯蔵品・棚卸刊行物）計＞ 4,450,227

未回収債権引当金 未回収債権の貸倒れによる損失に
対応

実態に応じた見積額を計上している。 △ 1,000,000 

（固定資産）
基本財産 投資有価証券 国債　野村證券㈱本店 満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事

業の財源として使用している。
30,000,000

国債　SMBC日興証券㈱第一公益
法人部

満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事
業の財源として使用している。

59,890,430

預金 普通／定期預金みずほ銀行中野
支店

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的
事業の財源として使用している。

30,109,570

土地 東京都杉並区和田1-29-11
851.04㎡

公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業
で使用する

42,470,773

＜基本財産計＞ 162,470,773

特定資産 建物 東京都杉並区和田1-29-11
延床面積1681.37㎡

公益目的事業及び収益事業等・管理目的事業
で使用する

522,211,510

流動資産合計 257,689,358

　財　産　目　録
令和4年3月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

減価償却累計額 建物の減価償却累計額 △ 372,119,711 

退職給付引当特定資産 定期預金
みずほ銀行中野支店 職員退職給付引当金見合の引当資産として管

理している。
17,750,114

三菱UFJ銀行中野支店 職員退職給付引当金見合の引当資産として管
理している。

13,169,112

固定資産取得修繕積立特定資産 定期預金
みずほ銀行中野支店 本社建物及び別館建物の修繕及び什器備品

取得のための資金であり、資産取得資金として
管理されている預金。公益目的事業及び収益
事業等・管理目的事業で使用する。

47,761,630

三菱UFJ銀行中野支店 本社建物及び別館建物の修繕及び什器備品
取得のための資金であり、資産取得資金として
管理されている預金。公益目的事業及び収益
事業等・管理目的事業で使用する。

87,098,031

＜特定資産計＞ 315,870,686

その他固定
資産

建物附属設備 公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で
使用する。

41,745,695

構築物 東京都杉並区和田1-29-11 公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で
使用する建物の外塀。

3,150,000

教育研究設備 東京都杉並区和田1-29-11 公益目的事業を行う本社の教育研究設備 6,775,000

什器備品 東京都杉並区（本社）
西部支社（大阪）

公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で
使用する什器備品。

37,568,143

減価償却累計額 建物付属設備・構築物・教育研究設備・什器備
品の減価償却累計額

△ 62,871,405 

ソフトウェア 東京都杉並区（本社）
西部支社（大阪）

公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で
使用するシステム構築費等。

9,631,009

敷金保証金 ㈱大阪印刷会館
大阪市都島区中野町4-4-2

公益目的事業・収益事業等・管理目的事業で
使用する西部支社の差入保証金。
AED保証金。エクシブ軽井沢保証金

5,190,000

施設利用権 長野県北佐久郡軽井沢町
エクシブ軽井沢

管理目的事業で使用する研修施設 1,000,000

＜その他の固定資産計＞ 42,188,442

（流動負債） 未払金 大日本印刷㈱他64件 3月に発生した公益目的事業・収益目的事業
等・管理目的業務の外注費等

38,960,585

全国印刷工業健康保険組合 公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的
の業務に従事する役職員の健康・介護保険料
（2・3月分）

1,473,062

日本年金機構杉並年金事務所
印刷工業企業年金基金

公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的
の業務に従事する役職員の厚生年金・基金保
険料（2・3月分）

2,050,157

杉並税務署他 令和3年度消費税・法人住民税 5,957,700

日本郵便㈱ 公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的
の業務に使用する後納郵送料金である。

147,146

資産合計 778,219,259

固定資産合計 520,529,901



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

職員 公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的
の業務に従事する職員の3月勤務分時間外手
当である。

34,474

その他 公益目的事業・収益目的事業等及び管理目的
の業務に使用する小口費用28件である。

892,182

未払賞与 職員 職員の期末決算賞与である。 6,639,400

＜未払金計＞ 56,154,706

前受金

会費・入会金 公益目的事業・共益事業及び管理目的の業務
に使用する翌事業年度の会費・入会金である。

13,538,000

研究会 公益目的事業に使用する翌事業年度の印刷
総合研究会会費である。

763,000

セミナー 公益目的事業に使用する翌事業年度のセミ
ナー受講料である。

4,295,770

通信教育 公益目的事業に使用する翌事業年度の通信
教育受講料である。

22,000

出版事業 収益目的事業に使用する翌事業年度の書籍
代である。

190,790

共益事業 共益目的事業に使用する翌事業年度の
JAGATinfoの購読料である。

215,000

その他 テナント4月分賃料 517,000

＜前受金計＞ 19,541,560

預り金 役職員他 源泉所得税 337,137

役職員 地方税（住民税） 418,200

役職員 公益目的事業・収益事業等及び管理目的事業
の業務に従事する役職員の健康・介護・厚生
年金保険料

1,862,108

その他 資格試験更新受験料他 2,477,332

＜預り金計＞ 5,094,777

（固定負債）
退職給付引当金 職員分 公益目的事業・収益事業等及び管理目的事業

の業務に従事する職員の退職給付金の引当
30,919,226

＜退職給付引当金計＞ 30,919,226

預り保証金 （一社）NYホールディングス 収益目的の業務に使用するﾃﾅﾝﾄ保証金である。 1,372,400
＜預り保証金計＞ 1,372,400

正味財産 665,136,590

流動負債合計 80,791,043

固定負債合計 32,291,626

負債合計 113,082,669


