
第２号議案－５

公益社団法人東京労働基準協会連合会

（青梅）

（立川）

（立川）

（江戸川）

      49西東京農業協同組合 運転資金として 146,990
  　　本店 （青梅）

  　　東青梅支店 （青梅）
      07青梅信用金庫本店 運転資金として 2,915

  　　河辺支店 （青梅）
      06りそな銀行 運転資金として 2,057

      34多摩信用金庫本店 運転資金として 427,021

      12りそな銀行 運転資金として 12,158,437

  　　立川支店 （立川）
      11多摩信用金庫本店 運転資金として 3,556,994

  　　立川支店 （立川）
      36三井住友銀行 運転資金として 1,462,199

 　　 立川支店 （立川）
      47みずほ銀行 運転資金として 432,489

  　　八王子支店 （八王子）
      59三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 778,473

  　　八王子支店 （八王子）
      15みずほ銀行 運転資金として 496,923

  　　大杉支店 （江戸川）
      21みずほ銀行 運転資金として 8,322,980

  　　大杉支店 （江戸川）
      87朝日信用金庫 運転資金として 87,848

  　　旭町支店 （足立）
      81朝日信用金庫 運転資金として 373,834

 　　上野中央支店 （上野）
      84足立成和信用金庫 運転資金として 1,436,772

  　　稲荷町支店 （上野）
      42三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 91,236

  　　麹町支店 （中央）
      14みずほ銀行 運転資金として 248,275

  　　麹町支店 （中央）
      96みずほ銀行 運転資金として 522,274

  　　　本店営業部 （本部）
      47三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 2,477,581

 　　 神保町支店 （本部）
      44三井住友信託銀行 運転資金として 39,655

  　　神保町支店 （本部）
      14三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 920

  　　麹町支店 （本部）
      01三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 466,196

  　　麹町中央支店 （本部）
      64三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 10,284,494

  　　麹町中央支店 （本部）
      49三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 7,540,012

  普通預金 121,029,492

      36三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 65,885,534

 　 　東上野六郵便局 （上野）
      93ゆうちょ銀行 運転資金として 87,600

  　海事ビル内郵便局 （中央）
      71ゆうちょ銀行 運転資金として 188,161

  　麹町支店 （中央）
      42ゆうちょ銀行 運転資金として 461,132

  　　麹町支店 （中央）
      07三井住友銀行 運転資金として 243,635

 　　 麹町支店 （中央）
      95三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 342,103

  　　麹町中央支店 （中央）
      65みずほ銀行 運転資金として 88,715

  　　麹町支店 （本部）
      72三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 838,322

  　　麹町中央支店 （本部）
      93みずほ銀行 運転資金として 569,468

  預金 当座預金 3,270,236

      33三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 451,100

  (流動資産)
  現金 手元保管 運転資金として 1,725,009

財産目録
平成31年 3月31日現在

（単位:円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額



（青梅）

八王子貯蔵品 講習会テキスト 17,620

      本部・中央建物 千代田区二番町9-8 共有財産 287,422,813

    その他固定資産

  公益事業（収益事業・管理事業と共有）

  建物 江戸川区中央4-25-13 公益目的保有財産

 　　 本店

  建物 372,217,068

      本部研修センター 538.80㎡　3階建 研修センター別館 84,794,255

　　  麹町支店

　　  麹町支店

  60周年事業準備資金 10,000,000

      31みずほ銀行 普通預金 60周年事業充当資金 10,000,000

      11多摩信用金庫 普通預金 施設設備等の取得･改良資金 1,000,000

　　  麹町支店

      29三菱UFJ銀行 普通預金 施設設備等の取得･改良資金 100,000,000
　　  麹町支店

      22みずほ銀行 普通預金 施設設備等の取得･改良資金 10,000,000

  本店営業部

      57三井住友銀行 普通預金 施設設備等の取得･改良資金 6,000,000
　　  麹町支店

      31みずほ銀行 普通預金 施設設備等の取得･改良資金 90,000,000

  公益事業（収益・管理事業と共有）

  施設設備等取得・ 207,000,000
改良資金

      86三井住友信託銀行普通預金 退職給付引当資産 4,602,551

  (固定資産)

    特定資産
  退職給付引当資産 4,602,551

      土地(一般) 千代田区二番町9-8 共有財産 432,360

      青梅貯蔵品 講習会テキスト 54,063

    基本財産
  土地 432,360

   流動資産合計 194,113,794

  貯蔵品 4,389,649

  仮払金 3,655
      本部仮払金 電話料（江戸川支部分） 3,655

      青梅前払金 講習会会場費 3,600
      三鷹前払金 講習会会場費、事務所借料 128,357

      立川貯蔵品 講習会テキスト 71,038

      立川前払金 講習会会場費、事務所借料 331,288

      本部貯蔵品 講習テキスト・書籍 4,083,491
      中央貯蔵品 講習テキスト・書籍 163,437

安全週間説明会会場費ほか 157,450

      上野前払金 事務所借料ほか 28,200

  前払金 2,101,977
      本部前払金 警備費・会場借料 903,694

      八王子前払金 講習会会場費、事務所借料 120,700

      青梅未収金 講習会受講料 786,996

      中央未収金 ホール賃貸料等 617,370
      八王子未収金 健康診断事務協力費、用品代 329,788

      中央前払金 安全推進大会会場借料ほか 123,782

      足立荒川前払金 事務所借料ほか 304,906
      江戸川前払金

  未収金 37,917,118
      本部未収金 受託事業費等 35,584,212

      中央未収会費 未収会費（4件） 72,000

      立川未収金 健康診断料 598,752

  未収会費 92,000
      本部未収会費 未収会費 20,000

      68みずほ銀行 運転資金として 1,500,000
  　　三鷹支店 （三鷹）

  　　本店 （青梅）
      10青梅信用金庫本店 運転資金として 526,521

  　　河辺支店 （青梅）
      71西東京農業協同組合 運転資金として 1,153,127

  　　麹町支店 （本部）
      48りそな銀行 運転資金として 405,010

  定期預金 23,584,658

      27三菱ＵＦＪ銀行 運転資金として 20,000,000

      64みずほ銀行 運転資金として 3,394,304
  　　三鷹支店 （三鷹）

      16みずほ銀行 運転資金として 393,079
  　　東青梅支店 （青梅）



     負債合計 235,007,722
     正味財産 664,515,639

本店営業部
   固定負債合計 187,968,727

  預り敷金 テナント敷金 108,362,176
  退職給付引当金 三井住友信託銀行 退職給付引当金 4,602,551

  (固定負債)
  長期借入金 三菱UJF銀行麹町支店 建物取得借入金 75,004,000

      本部仮受金 年度末銀行振込分（講習会費等） 899,260
   流動負債合計 47,038,995

      三鷹預り金 社会保険料 42,671
  仮受金 899,260

      八王子預り金 源泉所得税 9,924
      立川預り金 源泉所得税、社会保険料 97,483

  テナント光熱水道料ほか
      上野預り金 源泉所得税 19,590

      本部預り金 社会保険料 150,221
      中央預り金 社会保険料ほか 733,402

      三鷹前受金 講習会受講料ほか 66,528
  預り金 1,053,291

      立川前受金 講習会受講料ほか 1,325,212
      青梅前受金 講習会受講料ほか 1,331,822

      江戸川前受金 講習会受講料ほか 102,000
      八王子前受金 講習会受講料ほか 524,416

      上野前受金 講習会受講料ほか 78,000
      足立前受金 講習会受講料ほか 20,000

      中央前受金 全国農業会議所ほか 賃貸料ほか（収益事業） 9,419,427
  講習会受講料（公益事業）

  前受金 37,664,787
      本部前受金 講習会受講料ほか 24,797,382

      立川未払費用 （株）オリックスほか リース料 38,313
      青梅未払費用 青梅年金事務所 社会保険料 139,892

      江戸川未払費用 本部 電話料 3,655
      八王子未払費用 八王子年金事務所 社会保険料 85,470

      本部未払費用 委嘱専門家（受託事業）ほか 受託事業費用（謝金等）ほか 4,405,727
      中央未払費用 千代田年金事務所ほか 社会保険料、管理人経費ほか 1,065,600

  公益事業（収益・管理事業と共有）
  未払費用 5,738,657

江戸川区中央1-8-1

  未払金 1,683,000
      中央未払金 エレベータ改修工事代 1,683,000

  (流動負債)

      三鷹支部敷金 事務所の敷金 150,000
   固定資産合計 705,409,567
     資産合計 899,523,361

  江戸川区中央4-25-13

      本部電話加入権 3本 共有財産 209,000

      足立荒川支部敷金 事務所の敷金 80,000
      立川支部敷金 事務所の敷金 1,059,030

      上野支部敷金 事務所の敷金 147,000

  センター倉庫・土地 センター別館土地・建物の敷金
  

  敷金 57,032,030

      中央什器備品 千代田区二番町9-8 本部及び中央支部の什器備品 1,128,775

      本部敷金 本館事務所等・研修 研修センター本館建物、研修 55,596,000

      中央電話加入権 4本 共有財産 315,987

  電話加入権 524,987

      本部什器備品 事務機器・映像機器・ 研修センター本館事務所・研修 5,689,541

  公益事業（収益・管理事業と共有）
      江戸川什器備品 110,880

  江戸川区中央4-25-13

  機械装置 10,008,652

  音響機器他 室等、別館の什器備品
  江戸川区中央1-8-1 公益目的・管理共有財産

  什器備品 6,929,196

  設備 公益目的保有財産

      本部研修センター 橋型クレーン 研修センター別館 10,008,652
  機械装置 江戸川区中央4-25-13 公益目的保有財産

  公益事業（収益・管理事業と共有）

  江戸川区中央4-25-13
      本部・中央構築物 千代田区二番町9-8 共有財産 32,457,856

      本部構築物 外溝工事・建設付属 研修センター別館 4,204,867

  構築物 36,662,723


