
（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

1 流動資産
　　　現　金 手元有高 運転資金 380,551

      普通預金 みずほ銀行　      青山支店 運転資金 29,313,889

三菱UFJ銀行　 青山通支店 運転資金 86,804,289

三井住友信託銀行　本店営業部 運転資金 0

＜普通預金計＞ 116,118,178

      定期預金 みずほ銀行　      青山支店 運転資金 86,167,701

　　　郵便振替 ゆうちょ銀行      赤坂店 運転資金 7,067,816

      未収入金 動物用医薬品指示書等頒布収入 公　獣医療証明様式等提供事業に 613,096

係わる収入

動物個体識別データ登録事務手数料収入 公　動物適正管理個体識別登録等 25,132,836

普及推進事業に係わる事務手数料

日獣雑誌頒布、協賛金等収入 公　獣医学術振興・人材育成事業に 1,373,485

係わる頒布、広告協賛金、事務手数

料等収入

受取助成金等 公　獣医学術振興調査研究事業に 22,568,442

係わる受取助成金等

公　獣医学術講習会・研修会事業に 3,276,606

係わる事業費等

その他 公　普及啓発活動事業に係わる収入等 109,080

公　獣医学術講習会・研修会事業に 6,490

係わる返金

管理　個人賛助会員会費、物品売上等 37,686

＜未収入金計＞ 53,117,721

　　　仮払金 アジア地域臨床獣医師等総合研修事業 公　獣医学術講習会・研修会事業に 1,762,858

経費 係わる事業費仮払

　　　立替金 獣医療提供体制整備推進総合対策事業 公　獣医事対策等調査研究事業に 2,488,558

経費 係わる事業費立替払い

　　  棚卸資産 獣医療提供証明様式、動物適正飼育管理 公　獣医師・獣医療倫理向上対策事 3,684,852

普及教材等 業及び情報等提供対応事業に係わる

頒布品の在庫

収益事業等　獣医師襟章等 133,569

＜棚卸資産計＞ 3,818,421

　　流動資産合計 270,921,804

２固定資産
（１）基本財産

　　　土 地 港区南青山1-39-2    283.02㎡ 管理運営及び収益事業の用に供して 507,950,660

いる事務所ビル敷地

　　　建 物 新青山ビル専有部分570.65㎡ほか 管理運営及び収益事業の用に供して 83,984,208

いる区分所有の事務所ビル

基本財産計 591,934,868

（２)特定資産

役員退職慰労引当預金 三井住友信託銀行本店営業部 定期預金
公益目的事業、収益事業等、管理業務に
従事する役員退職慰労金の引当資産

13,747,500

職員退職給付引当預金 三井住友信託銀行本店営業部 定期預金
公益目的事業、収益事業等、管理業務に
従事する職員退職給付金の引当資産

95,338,580

 公益事業活動準備資金 みずほ銀行青山支店 定期預金 公益目的保有財産であり、運用益を 15,000,000

公益目的事業に使用している資産

財　産　目　録
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

 法人会計準備資金 第10 回　利付国債 運用益を管理費の財源として使用し 99,313,000

第60 回　利付国債 ている資産 198,054,000

第62回　 利付国債 29,697,900

第120回  利付国債 69,703,900

第138回　利付国債 99,266,000

第152回　利付国債 99,840,000

第157回　利付国債 96,460,767

26年度第1回　横浜市公募公債 30,000,000

第146回共同発行市場地方債 79,722,400

第23号　　商工債 100,000,000

第24号　　商工債 100,000,000

い第790号商工債 100,000,000

三井住友信託銀行本店営業部 定期預金 213,539,233

三菱UFJ銀行青山通支店　定期預金 30,000,000

＜法人会計準備資金計＞ 1,345,597,200

 修繕積立預金 三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金 管理運営及び収益事業の用に供して 31,104,285

三菱UFJ銀行青山通支店 定期預金 いる事務所ビルの修繕に使用しており、 16,004,157

資産取得資金として管理している資産

＜修繕積立預金計＞ 47,108,442

預り保証金返還引当預金 第61回　 利付国債 収益事業の用に供している事務所ビル 48,636,000

三菱UFJ銀行青山通支店 定期預金 及び駐車場の賃料保証金の返還に備えて 26,382,000

いる資産

＜預り保証金返還引当預金計＞ 75,018,000

三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金 公　動物適正管理個体識別登録等普及 6,000,000

推進事業に係わるデータ登録システム

の更新投資に備えている資産

　減価償却引当預金 三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金 公益目的事業、収益事業等、管理業務用の 54,295,335

みずほ銀行青山支店 定期預金 建物及び什器備品の更新投資に備えて 3,832,299

＜減価償却引当預金計＞ 58,127,634

みずほ銀行青山支店 普通預金 公　北海道胆振東部地震災害動物救護活動等 2,716,207

支援事業の為の資産

三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金 公　西日本豪雨災害動物救護活動等 6,018,791

支援事業の為の資産

特定資産計 1,664,672,354

（３)その他固定資産

　　什器備品 役員室備品 公益目的事業及び管理運営並びに収益事業 363,731

電話システム、複合プリンターほか の用に供している資産 607,596

パソコンほか 138,456

＜什器備品計＞ 1,109,783

熊本地震ペット救援センター 熊本地震ペット救援センター施設整備 公　熊本地震動物救援施設整備事業推進 140,156,211

事業の用に供している資産

セキュリテイ関連機器 ファイアーウォールほか 公　動物適正管理個体識別登録等普及 589,793

推進事業の用に供している資産

　　電話加入権 電話及びFAX回線 管理運営並びに収益事業の用に供している 285,584

資産

ソフトウェア 支払調書システム 公益目的事業及び管理運営並びに収益事業 271,440

の用に供している資産

動物個体登録システム動物個体登録システム 公益目的事業の用に供している資産 24,008,400

生涯研修システム 生涯研修システム 公益目的事業の用に供している資産 1,997,789

＜その他固定資産計＞ 168,419,000

　　固定資産合計 2,425,026,222

　　　　資産合計 2,695,948,026

　北海道胆振東部地震災害
　動物救護活動等支援金

　西日本豪雨災害動物
　救護活動等支援金

  動物個体登録システム
  開発準備預金



貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

1 流動負債
　　未払金 給与、役員報酬、福利厚生費 管理運営に係わるスタッフ派遣料、 6,281,443

社会保険料、労働保険料等

会議費 公益目的事業、管理運営に係わる 343,073
会議の会場費、運営費等

旅費交通費 公益目的事業に係わる委員会委員旅費 1,494,549
及び管理運営に係わる役員旅費

通信運搬費 公益目的事業、管理運営に係わる資料 842,158
等発送代、電話使用料等

消耗品費 公益目的事業、管理運営に係わる事務 872,680
用品代、コピー代等

印刷製本費 公　日獣雑誌編集・提供事業に係わる 210,196
別刷印刷費等

水道光熱費 公　獣医学術講習会・研修会事業に係わる 141,794
海外研修生宿舎水道光熱費

賃借料 公益目的事業、管理運営に係わる 143,133
倉庫保管料及びパソコン保守料等

支払報酬 公益目的事業に係わる講師謝金・旅費、 225,000
原稿料・校閲料、管理運営に係わる

税理士報酬等

慶弔費 収益事業に係わる弔慰金等、管理運営に 163,552
係わるレタックス等

支払手数料 公　動物適正管理個体識別登録等普及 7,136,474
推進事業に係わる事務手数料等

他１相互扶助事業に係わる保険事務 6,804,359
手数料還付

公益目的事業、管理運営並びに収益 136,938
事業に係わる経費の銀行送金手数料等

事業運営費 公　獣医学術学会事業、獣医学術講習会 11,773,154
研修会事業に係わる会場費・開催費

委託費 公　獣医事対策等調査研究事業、獣医学術 47,854,885
振興調査研究事業、獣医学術講習会・

研修会事業等に係わる委託費

管理運営に係わるサーバー保守等

雑費 公　獣医学術講習会・研修会事業に係わる 227,000
海外研修生宿舎原状回復費用等

建物 収益事業、管理運営に係わる事業 974,235
新青山ビル修繕工事

＜未払金計＞ 85,624,623

　　預り金 役職員ほか
源泉所得税、住民税、社会保険料ほかであ
り、公益目的事業、収益事業等、管理業務
にまたがる共用負債

2,633,412

　　仮受金 収益事業等　賠償責任保険料ほか 467,122

　　賞与引当金 職員
公益目的事業、収益事業等、管理業務に
従事する職員に対する賞与支給に備えた
もの

8,080,501

    未払法人税等 ３０年度法人税、事業税、都民税 70,000

    未払消費税等 ３０年度消費税及び地方消費税 8,044,800

　　流動負債合計 104,920,458

２ 固定負債

　　役員退職慰労引当金 役員
公益目的事業、収益事業等、管理業務に
従事する役員退職慰労金の支給に備えた
もの

13,747,500

　　職員退職給付引当金 職員
公益目的事業、収益事業等、管理業務に
従事する職員退職給付金の支給に備えた
もの

95,338,580

　　預り保証金
収益事業の用に供している事務所及び駐
車場の賃料保証金

75,018,000

   固定負債合計 184,104,080

　 　　負債合計 289,024,538

       正味財産 2,406,923,488

 負債及び正味財産合計 2,695,948,026


