
（単位：円）

　みずほ.渋谷 AFMC 3,206,601

　三菱UFJ信託.本店 247,739,301
建物管理預金
　広島.段原 第141年会 30,831,680

財      産      目      録
2021 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

　三菱UFJ.帝京大病院出張所 Pharmaco-Hematologyｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 690,003

　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） 60,000

　七十七.大学病院前 次世代を担うﾌｨｼﾞｶﾙ･ﾌｧｰﾏ 1,000

　ゆうちょ.九〇八 天然薬物の開発と応用シンポ① 500,002

　みずほ.渋谷 130,435,433
　みずほ.渋谷 第141年会寄附金受入 10,019,057

現金 手元保管 運転資金として 455,271
預金 普通預金 運転資金として

　みずほ.渋谷中央 寄附金受入口 8,298,605
　三菱UFJ信託.本店 82,498,405

　みずほ.渋谷中央 100,242,025
　みずほ.渋谷中央 学術集会 12,076,602

　北海道.札幌駅北口 北海道支部 1,243,529
　ゆうちょ.一八一 東北支部 1,109,614

　三菱UFJ信託.本店 ホール･会議室 9,288,359
　ゆうちょ.渋谷 20,720,987

　北陸.太閤山 北陸支部 1,942,195
　みずほ.出町 関西支部 1,753,613

　みずほ.渋谷 関東支部 5,103,966
　ゆうちょ.一二〇 東海支部 2,626,457

　みずほ.仙台 化学系薬学部会 361,720
　三菱UFJ信託.本店 医薬化学部会 14,664,450

　百十四.徳島 中国四国支部 2,887,734
　ゆうちょ.七六八 九州支部 2,596,302

　ゆうちょ.〇六八 構造活性相関部会 168,797
　肥後.味噌天神 生物系薬学部会 308,272

　三井住友.渋谷駅前 生薬天然物部会 225,496
　三重.白子 物理系薬学部会 241,066

　りそな.芝 医療薬科学部会 311,764
　ゆうちょ.〇九八 ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ部会 328,074

　三井住友.南千里 薬理系薬学部会 238,785
　みずほ.渋谷中央 環境･衛生部会 14,123,334

11,457,240
広告料 企業広告 1,160,335

時間外空調他 2,856,846

投稿掲載別刷料 学術誌 5,982,199
書店雑誌代他 333,024

未収金 会費･購読料

 棚卸資産 販売用図書

ﾎｰﾙ･会議室　使用料 1,524,498
印税収入 4,062,300

　BPB @1,540円×1,579冊 2,431,660
　薬学雑誌 @1,771円×1,523冊 2,697,233

　ﾌｧﾙﾏｼｱ @266円×4,278冊 1,137,948
　CPB @1,540円×1,579冊 2,431,660
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（単位：円）

　みずほ.渋谷 するために管理されている預金。

　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。
141年会積立資産 普通預金 特定費用準備資金として第141年会で活用 22,000,000

　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 -73,412,842

　減価償却累計額 -16,251,840
電話加入権

貸倒引当金 -3,048,652
流動資産合計 744,744,263

　資産 渋谷区渋谷2-12-15

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金       額

年会関連費用 第141年会等 99,331

前払金 切手･収入印紙・ｸｵｶｰﾄﾞ 445,907
2021年度会費他 FIP 3,874,235

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

　みずほ.渋谷 地上8階の建築を予定）のため、資産取得
普通預金 資金として管理されている資産。 993,181,899

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

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、 60,000,000

82,159,716

　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、

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 181,377,742

　三菱UFJ信託.本店 1～2階は公益目的事業、法人会計、
普通預金 3～8階、B2階は収益事業に使用を予定 75,530,805
　三菱UFJ信託.本店 している。

　三菱UFJ信託.本店 返還の支払に使用している。
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 60,000,000

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 110,036,300

　(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。

4,931,355,457
　他の固定 　減価償却累計額 -2,863,589,033

18

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

-104,655,144
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

-320,922,883
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。

112,451,141
　減価償却累計額

　　資産合計 4,537,300,841

繰延税金資産 5,545,145
固定資産合計 3,792,556,578
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（単位：円）

未払金 社会保険料 7,063,858

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金       額

１　流動負債

未払法人税等 27,388,400
前受金 会費･購読料 147,118,620

人材派遣費 1,288,272

消費税 34,630,300
会館管理業務委託料他 15,546,607

ﾎｰﾙ･会議室　予約金 227,880
事務室賃貸料等2月分 43,771,598

年会参加登録料他 38,347,011

　　正味財産 3,584,871,834

資産除去債務 158,864,151

２　固定負債
退職給付引当金 82,159,716

固定負債合計 629,193,367
　　負債合計 952,429,007

預り保証金 事務室､駐車場敷金 388,169,500

流動負債合計 323,235,640

AFMC 3,206,601

預り金 会費･購読料他 54,500

賞与引当金 3,994,560

源泉税･住民税 597,433
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