
（単位：円）

　三菱UFJ.聖護院 第140年会科研費用 733,526
　広島.段原 第141年会 5,000,000
建物管理預金
　三菱UFJ信託.本店 185,590,086

　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） 18,000
　三菱UFJ.聖護院 第140年会 43,671,245

財      産      目      録
2020 年 1 月 31 日 現在

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 手元保管 運転資金として 425,931
預金 普通預金 運転資金として

　みずほ.渋谷 107,033,258
　みずほ.渋谷 第140年会寄附金受入 1,183,017
　みずほ.渋谷中央 79,193,715
　みずほ.渋谷中央 学術集会 10,094,305
　みずほ.渋谷中央 寄附金受入口 7,218,535
　三菱UFJ信託.本店 146,652,859
　三菱UFJ信託.本店 ホール･会議室 86,022,397
　ゆうちょ.渋谷 130,287,736
　北海道.札幌駅北口 北海道支部 144,089
　岩手.矢巾 東北支部 9,698
　みずほ.渋谷 関東支部 4,373,955
　しずおか焼津信用金庫.御門台 東海支部 2,059,468
　北陸.太閤山 北陸支部 1,049,064
　みずほ.出町 関西支部 549,940
　広島.段原 中国四国支部 1,475,194
　ゆうちょ.七六八 九州支部 819,814
　みずほ.出町 化学系薬学部会 109,703
　三菱UFJ信託.本店 医薬化学部会 12,479,283
　三井住友.渋谷駅前 生薬天然物部会 275,431
　三重.白子 物理系薬学部会 28,780
　ゆうちょ.〇六八 構造活性相関部会 8,700

　肥後.味噌天神 生物系薬学部会 205,330
　ゆうちょ. 構造活性相関シンポジウム 108,815

　三井住友.南千里 薬理系薬学部会 161,750
　みずほ.渋谷中央 環境･衛生部会 12,612,378
　りそな.芝 医療薬科学部会 220,545
　ゆうちょ.〇九八 ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ部会 219,071

未収金 会費･購読料 12,691,860
広告料 企業広告 1,722,435
投稿掲載別刷料 学術誌 7,576,850
書店雑誌代他 1,520,044
ﾎｰﾙ･会議室　使用料 1,757,096
印税収入 2,499,000

時間外空調他 1,657,072
棚卸資産 販売用図書

　ﾌｧﾙﾏｼｱ @289円×6,086冊 1,758,854
　CPB @1,540円×1,609冊 2,477,860
　BPB @1,540円×1,609冊 2,477,860
　薬学雑誌 @1,771円×1,405冊 2,488,255

還付消費税 15,823,400



（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金       額

前払金 切手･収入印紙・ｸｵｶｰﾄﾞ 465,097
2020年度会費他 FIP 3,945,931

貸倒引当金 -1,225,000
流動資産合計 901,497,300

年会関連費用 第140年会 3,825,068

　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

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 76,331,693

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、
　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。
　三菱UFJ信託.本店 1～2階は公益目的事業、法人会計、 325,894,269
国債 3～8階、B2階は収益事業に使用を予定
　野村證券.本店 している。 297,818,435

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 219,815,942
　三菱UFJ信託.本店 資金として管理されている預金。

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

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 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
　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。 70,000,000

　(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。

4,772,876,410
　他の固定 　減価償却累計額 -2,761,524,354
　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 -71,970,668
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

-101,899,706
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

-319,660,363
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。

110,287,763
　減価償却累計額

繰延税金資産 6,138,489
固定資産合計 3,315,711,605

　減価償却累計額 -16,182,720
電話加入権 18

　　資産合計 4,217,208,905



（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金       額

１　流動負債
未払金 社会保険料 5,611,834

委員会旅費 4,907,290
会館管理業務委託料他 12,066,456

未払法人税等 25,376,400
前受金 会費･購読料 156,904,680

外国会費・購読料 127,805
年会参加登録料他 45,230,839
ﾎｰﾙ･会議室　予約金 2,872,626

賞与引当金 4,300,000

事務室賃貸料2月分他 44,782,311
預り金 会費･購読料他 112,500

　　正味財産 3,448,797,488

預り保証金 事務室､駐車場敷金 389,039,500

２　固定負債
退職給付引当金 76,331,693

固定負債合計 465,371,193
　　負債合計 768,411,417

短期リース債務 69,120
流動負債合計 303,040,224

源泉税･住民税 678,363


