
第１号議案 （単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産） 現金預金

現金  手許保管  運転資金として 322,660

普通預金  みずほ銀行 新橋支店 口座 〃 148,522,487

 りそな銀行 芝支店 〃 46,473

 三菱東京UFJ銀行 本店 〃 62,977

 三菱東京UFJ銀行 浜松町店 〃 10,940

 三井住友銀行 東京公務部 〃 18,384
 三井住友銀行 日比谷支店 〃 47,095
 みずほ銀行 虎ノ門支店 〃 48,249

振替口座  ゆうちょ銀行  運転資金として 13,192

＜現金・預金計＞ 149,092,457

  未収金  全国官報販売協同組合  公益目的事業2 ･出版事業の販売未収金 319,022

 東京都産業労働局  2021年度 委託事業 9,980,000

 経済産業省  2021年度 委託事業 111,082,175

 その他 110,200

＜未収金計＞ 121,491,397

  貯蔵品  第24回 利用実態調査報告書  公益目的事業2 ･出版事業の在庫分 204,344

 第25回 利用実態調査報告書 〃 〃 292,050

 第26回 利用実態調査報告書 〃 〃 997,080

 第27回 利用実態調査報告書 〃 〃 791,883

 第28回 利用実態調査報告書 〃 〃 831,552

 第35回 企業実態調査報告書 〃 〃 101,171

 第36回 企業実態調査報告書 〃 〃 46,864

 第37回 企業実態調査報告書 〃 〃 134,991

 第38回 企業実態調査報告書 〃 〃 103,122

 第39回 企業実態調査報告書 〃 〃 122,570

 機能性表示食品 GUIDEBOOK 〃 〃 39,663

＜貯蔵品計＞ 3,665,290

 前払金  ｻﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ不動産㈱  4月分室料及び共益費 2,290,607

 ㈱ＫＭＯ  2022年度 通販基礎講座大阪会場費 251,800

 ㈱ラクスライトクラウド  2022年度メルマガサービス利用料 69,300

 その他 924,418

＜前払金計＞ 3,536,125

流動資産合計 277,785,269

（固定資産）

 特定資産  退職給付引当資産

みずほ銀行 新橋支店  役職員退職給付引当金見合の引当資産として 40,987,316

 （定期預金） 管理している。

 基金

JADMA基金預金 みずほ銀行 新橋支店  運用益を公益目的事業の財源として使用して 10,000,000

 （定期預金） いる、公益目的保有財産である。

 特定資産

特定資産費用準備金 みずほ銀行 新橋支店  将来の事務所引越に備えて、5年間積立する。 24,000,000

 公益目的事業に使用する特定費用準備資金である。

＜特定資産計＞ 74,987,316

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

貸借対照表科目



第１号議案 （単位：円）
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 資産  建物附属設備  （共用財産） 678,815

 うち公益目的保有財産 591,318

 うち収益事業等財産 27,344

 うち管理目的の財源として使用する財産 60,153

 什器備品  PC一式及びサーバー  （共用財産） 7,471,688

 うち公益目的保有財産 6,892,251

 うち収益事業等財産 27,765

 うち管理目的の財源として使用する財産 551,672

 電話加入権  NTT及び東京商事㈱  （共用財産） 3

 うち公益目的保有財産 1

 うち収益事業等財産 1

 うち管理目的の財源として使用する財産 1

 保証金  事務所2室分  （共用財産） 23,104,204

 うち公益目的保有財産 17,773,227

 うち収益事業等財産 1,665,930

 うち管理目的の財源として使用する財産 3,665,047

 ソフトウェア  ソフトウェア  （共用財産） 7,017,760

 うち公益目的保有財産 6,271,432

 うち収益事業等財産 233,228

 うち管理目的の財源として使用する財産 513,100

 ｿﾌﾄｳｪｱ仮勘定  ｿﾌﾄｳｪｱ前払金  公益目的保有財産 1,100,000

＜その他の固定資産計＞ 39,372,470

固定資産合計 114,359,786
資産合計 392,145,055

（流動負債） 未払金  職員及び相談員  職員等の３月分勤務分時間外手当及び特別手当 168,489

 中央年金事務所  役職員の健康保険及び厚生年金保険料等３月分 1,038,505

 経産省厚生年金基金  職員の厚生年金基金３月分 98,440

 ㈱日本リサーチセンター  事業者アンケート調査、ヒアリング代 21,383,478

 ㈱ｲｰ･ｼｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ  海外調査費用 3,055,250

 ㈱メディア開発綜研  インタビュー調査費用 2,238,500

 ㈱fluct  広告に関する費用一式 3,300,000

 東洋システム㈱  システム構築費用一式 1,821,600

 ㈱インプレス  広告に関する費用一式 1,100,000

 全国官報販売協同組合  公益目的事業2 ･ 発送書籍返品分 46,376

 日本郵便㈱  後納郵便料金 7,208

 ｻﾝﾌﾛﾝﾃｨｱ不動産㈱  事務所の電気、水道代 144,975

 ㈱NTTコミュニケーションズ  ３月分電話代等 148,009

 富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ㈱  コピー機使用料等３月分 60,089

 大塚商会㈱  コピー機使用料､ﾌｧｲﾙ転送ｻｰﾋﾞｽ等３月分 181,298

 ヤマト運輸㈱  ３月分宅急便･メール便に関する費用 11,099
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 ㈱ＫＶファシリティーズ  ３月分事務所清掃料 86,900

 その他 2,961,525

＜未払金計＞ 37,851,741

 未払消費税等  日本橋税務署  2021年度消費税 5,347,800

＜未払消費税等計＞ 5,347,800

 未払法人税等  中央都税事務所  2021年度法人住民税均等割 70,000

＜未払法人税計＞ 70,000

 前受金  ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｴｰｼﾞｪﾝｼｰ㈱  2022年度団体サイバー保険 事務受託手数料 328,812

＜前受金計＞ 328,812

 預り金  役職員他  源泉所得税 242,693

 役職員他  住民税 384,900

 その他 45,024

＜預り金計＞ 672,617

 賞与引当金  職員等  職員等の賞与の引当金 6,679,000

＜賞与引当金計＞ 6,679,000

流動負債合計 50,949,970

（固定負債）役員退職慰労  役員分  役員の退職慰労金の引当金 7,171,000

引当金

退職給付引当金 職員分  職員の退職給付金の引当金 33,816,316

＜固定負債計＞ 40,987,316

固定負債合計 40,987,316
負債合計 91,937,286

正味財産 300,207,769


