
（単位：円）

　BPB @1,512円×1,427冊 2,157,624
　薬学雑誌 @1,738円×1,333冊 2,316,754

　ﾌｧﾙﾏｼｱ @285円×10,385冊 2,959,725
　CPB @1,512円×1,427冊 2,157,624

時間外空調他 1,082,056
棚卸資産 販売用図書

ﾎｰﾙ･会議室　使用料 926,208
印税収入 3,202,200

投稿掲載別刷料 学術誌 7,996,894
書店雑誌代他 203,324

117,724,258
未収金 会費･購読料 13,076,952

広告料 企業広告 1,952,867

　りそな.芝 医療薬科学部会 266,713
　ゆうちょ.〇九八 ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ部会 131,967

　北海道.本店営業部 薬理系薬学部会 212,141
　みずほ.渋谷中央 環境･衛生部会 13,780,712

　ゆうちょ.〇六八 構造活性相関部会 5,738
　みずほ.仙台 生物系薬学部会 261,770

　三井住友.渋谷駅前 生薬天然物部会 393,500
　みずほ.本郷 物理系薬学部会 45,476

　みずほ.出町 化学系薬学部会 113,316
　三菱UFJ信託.本店 医薬化学部会 9,009,323

　トマト.原尾島 中国四国支部 867,342
　ゆうちょ.七四八 九州支部 614,629

　北國.杜の里 北陸支部 1,217,548
　みずほ.出町 近畿支部 532,079

　みずほ.渋谷 関東支部 3,975,479
　第三.喜多山 東海支部 1,062,422

　北海道.札幌駅北口 北海道支部 150,239
　七十七.八幡町 東北支部 70,492

　三菱UFJ信託.本店 ホール･会議室 349,620,212
　ゆうちょ.渋谷 93,925,101

　みずほ.渋谷中央 寄附金受入口 5,173,482
　三菱UFJ信託.本店 164,611,487

　みずほ.渋谷中央 51,242,892
　みずほ.渋谷中央 学術集会 7,026,686

　みずほ.渋谷 135,996,699
　みずほ.渋谷 第139年会寄附金受入 323,016

現金 手元保管 運転資金として 444,838
預金 普通預金 運転資金として

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

１　流動資産

　ゆうちょ.〇一九 ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ部会（医薬品評価ﾌｫｰﾗﾑ） 85,000
　みずほ.柏 第139年会 28,555,139
建物管理預金
　三菱UFJ信託.本店



（単位：円）

　　資産合計 4,172,383,897

繰延税金資産 6,317,657
固定資産合計 3,141,078,874

　減価償却累計額 -14,546,304

電話加入権 18
建設仮勘定 テナント空調工事で､収益事業で使用している。 13,716,000

機械装置
1～2階は公益目的保有財産として公益目的事業、法人会計、3～8階､B2
階は収益事業に使用している。

330,917,844
　減価償却累計額

-100,266,938
リース資産 OA機器であり､法人会計で使用している。 16,251,840

-318,397,843
器具備品

1～2階は公益目的保有財産として公益目的事業、法人会計、3～8階､B2
階は収益事業に使用している。

107,763,533
　減価償却累計額

　資産 構築物
1～2階は公益目的保有財産として公益目的事業、法人会計、3～8階､B2
階は収益事業に使用している。

96,799,979
　減価償却累計額 -70,528,494

　三菱UFJ信託.本店 費用準備資金として管理されている預金。 80,000,000
　(2) その 建物 渋谷区渋谷2-12-15

1～2階は公益目的保有財産として公益目的事業、法人会計、3～8階､B2
階は収益事業に使用している。

4,361,389,645
　他の固定 　減価償却累計額 -2,668,510,372

　三菱UFJ信託.本店 返還の支払に使用している。 110,036,300
大学院生奨励引当資産 普通預金 大学院生等の研究奨励事業のため、特定

3～8階､B2階は収益事業に使用している。
預り金返還引当資産 普通預金 建物管理の積立資産であり、預り金

　三菱UFJ信託.本店 資金として管理されている預金。 28,320,785
1～2階は公益目的事業、法人会計、

　野村證券.本店 している。 362,516,219
修繕引当資産 普通預金 長井記念館の修繕のため、特定費用準備

　三菱UFJ信託.本店 1～2階は公益目的事業、法人会計、 572,683,250
国債 3～8階、B2階は収益事業に使用を予定

　みずほ.渋谷 地上8階の建築を予定）のため、資産取得 60,000,000
普通預金 資金として管理されている資産。

退職給付引当資産 定期預金 職員の退職金の支払に使用している。
　三菱UFJ信託.本店 72,723,321

会館設備更新引当資産 普通預金 新しい会館建替（現状と同じく地下2階、

　資産 渋谷区渋谷2-12-15

２　固定資産
　(1) 特定 土地 1,721平米 長井記念館の土地、会館（1～2階は公益目的保

有財産として公益目的事業、法人会計、3～8
階､B2階は収益事業）に使用している。

93,780,434

貸倒引当金 -1,500,000
流動資産合計 1,031,305,023

年会関連費用 第139年会 2,165,873

前払金 切手･収入印紙・ｸｵｶｰﾄﾞ 520,291
2019年度会費他 FIP 4,210,603

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金       額

未成業務支出金 文部科学省 文部科学省請負業務 436,332

ソフトウェア 112,000Pharmパスポートシステム等であり､法人会計で
使用している。



（単位：円）

固定負債合計 461,831,941
　　負債合計 754,593,004
　　正味財産 3,417,790,893

預り保証金 事務室､駐車場敷金 389,039,500
リース債務 69,120

２　固定負債
退職給付引当金 72,723,321

流動負債合計 292,761,063

源泉税･住民税 710,176
賞与引当金 3,700,000

預り金 会費･購読料他 207,648

短期リース債務 1,636,416

ﾎｰﾙ･会議室　予約金 1,581,552
事務室賃貸料2月分他 43,473,900

外国会費・購読料 71,000
年会参加登録料他 26,875,012

未払法人税等 31,328,000
前受金 会費･購読料 160,298,510

委員会旅費 5,723,514
会館管理業務委託料他 10,185,670

未払金 社会保険料 1,990,965
消費税 4,978,700

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金       額

１　流動負債


