
平成27年3月31日現在,（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

 Ⅰ．資産の部

  １．流動資産

現   金 現金手許有高 運転資金として

4,154,280
当座預金 みずほ銀行四谷支店 運転資金として

3,000,000
普通預金　

みずほ銀行四谷支店他、全53口
運転資金として

311,891,107
定期預金

みずほ銀行四谷支店他、全8口
運転資金として

9,970,356
郵便振替

ゆうちょ銀行、全16口
運転資金として

86,367,249
郵便貯金

ゆうちょ銀行、全3口
運転資金として

3,156,164
売掛金 公1・出版事業の刊行物販売分　

26,852,772
未収入金 本部

101,517,332
<未収入金計>

103,612,077
仮払金 本部

0
<仮払金計>

200,000
立替金 本部

0
<立替金計>

21,168
前払金　 本部

5,326,458
<前払金計>

7,605,137
有価証券 野村ｷｬｯｼｭ･ﾘｻﾞｰﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ、全2口 運転資金として

50,268,484
貯蔵品

ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ・ﾈｸﾀｲﾋﾟﾝ・100周年記念切手ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ等
本部

265,998
<貯蔵品計>

293,548
棚卸図書 本部

51,625,770
<棚卸図書計>

51,632,574
仕掛品 本部

<仕掛品計>

28,678,187
貸倒引当金 本部

△ 471,000
687,232,103

  ２．固定資産

   (1) 基本財産

土  地 1,971.49平米および地役権413.71平米 (共用財産) 1,044,035,424
1,044,035,424

   (2)特定資産

基金 三井住友信託銀行東京営業部他、全6口 公3・運用益を公益目的事業に使用

306,749,175
<基金計>

306,749,175
退職給付引当預金 三井住友信託銀行東京営業部他、全10口 役員・職員の退職金支払いに備えたもの

<退職給付引当預金計>

98,171,624
建物減価償却引当預金 福岡市平成22年度第3回公募公債他、全6口 （共用財産）

<建物減価償却引当預金計>

135,960,988
建物附属設備減価償却引当預金 三菱東京UFJ銀行船場支店他、全3口 （共用財産）

<建物附属設備減価償却引当預金計>

160,764,334
構築物減価償却引当預金 三井住友信託銀行本店営業部他、全2口 （共用財産）

<構築物減価償却引当預金計>

24,299,414
什器減価償却引当預金 三菱UFJ信託銀行本店他、全6口 （共用財産）

<什器備品減価償却引当預金計>

86,522,089
機械設備減価償却引当預金 関西支部

131,454
<機械設備減価償却引当預金計>

131,454
全国大会積立預金 公2・公益目的事業に使用

<全国大会積立預金計>

15,321,158
災害調査積立預金 みずほ銀行四谷支店他、全2口 公1・公益目的事業に使用

34,694,469
<災害調査積立預金計>

34,694,469
記念事業積立預金 みずほ銀行四谷支店他、全21口 本部

35,964,218
<記念事業積立預金計>

68,419,313
学術文化事業積立預金 みずほ銀行四谷支店他、全2口 公5・公益目的事業に使用

<学術文化事業積立預金計>

25,627,160
重点研究課題積立預金 みずほ銀行四谷支店 公1・公益目的事業に使用

<重点研究課題積立預金計>

2,302,697
吉田賞積立金 三菱東京UFJ銀行四谷支店 公3・公益目的事業に使用

<吉田賞積立金計>

7,454,870
出版安定化積立預金 三菱UFJ信託銀行本店営業部他、全4口 公1・公益目的事業に使用

<出版安定化積立預金計>

84,557,787
支部運営積立預金 三菱UFJ信託銀行仙台支店他、全7口 管理運営に使用

<支部運営積立預金計>

55,137,034
公益増進資金 政府保証債第78回日本高速道路保有・債務返 公3・公益目的事業に使用

<公益増進資金計>

328,880,489
地域貢献資金 七十七銀行二日町支店、他全20口 公3・公益目的事業に使用

<地域貢献資金計>

145,442,972
1,580,437,027

   (3) その他の固定資産

建  物 　土木会館 　　　　　 948.64平米 （共用財産）

485,259,294
建物減価償却累計額

△ 135,960,988
建物附属設備 電気、衛生、空調設備等 （共用財産）

208,748,041
建物附属設備減価償却累計額

△ 160,764,334
構築物 舗装、排水、植栽等

（共用財産） 32,434,903
構築物減価償却累計額

△ 24,299,414
什器及び備品 家具、電気機器、事務機器等 （共用財産）

100,975,035
什器減価償却累計額

△ 86,676,677
機械及び装置 丁合機 関西支部

788,724
機械装置減価償却累計額 関西支部

△ 131,454
リース資産 パソコン、サーバー等 （共用財産）

0
リース減価償却累計額

0
ソフトウェア 論文集査読システム他 9,108,822
ソフトウェア仮勘定 開発途中のシステム 2,390,700
敷  金 北海道、関東、中部、西部の各支部事務所

7,832,040
保証金 タクシー契約等 役員利用のタクシーチケット保証金等

600,000
440,304,692

3,064,777,143
3,752,009,246

 Ⅱ．負債の部

  １．流動負債

未払金

<未払金計>

58,194,975
預り金 本部

29,187,466
<預り金計>

29,671,041
仮受金 本部

235,280
<仮受金計>

237,280
前受金 本部

240,447,968
<前受金計>

243,628,968

リース債務

公益目的事業および管理目的の事務に使用するリース資

産の債務

410,130

賞与引当金

公益目的事業および管理目的の事務に従事する職員の賞

与の引当金

<賞与引当金計>

16,826,162
受託前受金 公1・継続事業の当年度までの受入

19,560,500
368,529,056

  ２．固定負債

リース債務

1,503,812
退職給付引当金 役員・職員の退職金支払いに備えたもの

<退職給付引当金計>

98,171,107
99,674,919

468,203,975

3,283,805,271

注：他会計短期貸付金と他会計短期借入金は総括表においては消去している。
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