
財 　産 　目 　録
 平成31年3月31日現在

（単位 ： 円）

場所･物量等 使用目的等 金　　額

（流動資産）

現金･預貯金 12,501,240

　 現金 手元保管 運転資金として使用 439,832

　　　本部現金 106,265

　　　支部現金 333,567

 　預貯金 運転資金として使用 12,061,408

普通預金 6,909,145

　 みずほ銀行渋谷中央支店 362,651

　 みずほ銀行東京営業部 19,959

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 33,570

　 三菱UFJ銀行原宿支店 5,762,758

　 三井住友銀行渋谷支店 98,686

　 支部普通預金 631,521

定期預金 1,230,499

　 みずほ銀行東京営業部 33,232

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 1,043,456

　 三井住友銀行渋谷支店 54,635

　 大和ﾈｸｽﾄ銀行ﾍﾞﾝﾃﾝ支店 99,176

国債 52,800

　 10年国債(大和証券渋谷支店） 52,800

投資信託 15,079

　 野村證券本店 15,079

郵便振替 3,853,885

　 会費等 3,845,341

　 募金･出版物 8,544

未収金 911,237

　 ｸﾗﾌﾞ運営手数料 （株）東日 平成31年3月分の未収手数料 911,237

貯蔵品 3,253,361

　 出版物 現物 出版物の在庫資産 3,102,816

　 仕入物品 現物 販売物品の在庫資産 150,545

16,665,838

（固定資産）  

　基本財産 基本財産 10年国債 56,000,000

　 大和証券渋谷支店 56,000,000

　特定資産 運用益を公益事業に使用 217,661,384

賛助会費積立資産 定期預金 16,049,250

　 みずほ銀行東京営業部 2,502,300

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 4,568,850

　 三井住友銀行渋谷支店 8,978,100

終身会費積立資産 20,019,000

定期預金 2,919,000

　 みずほ銀行東京営業部 1,260,000

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 1,659,000

投資信託（野村證券本店） 17,100,000

研究事業積立資産 定期預金 911,000

　 大和ﾈｸｽﾄ銀行ﾍﾞﾝﾃﾝ支店 911,000

海洋安保積立資産 定期預金 2,551,371

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 1,461,240

　 三井住友銀行渋谷支店 1,090,131

小松事業積立資産 定期預金 3,900,000

　 みずほ銀行東京営業部 3,900,000

乗田事業積立資産 定期預金 2,890,000

　 みずほ銀行東京営業部 2,890,000

貸借対照表科目

　流動資産合計

公益保有財産として管理されてい
る預金、運用益を公益事業に使用

前受けした終身会費の資産で、
毎年1/20を取崩し、公益事業、
管理運営に充てる共用財産

前受けした賛助会費の資産で、
毎年1/20を取崩し、公益事業、
管理運営に充てる共用財産

公益（慰霊顕彰）事業に充てるため
に管理している預金

公益（研究普及）事業に充てるため
に管理している預金

公益（海洋安全保障思想普及）事業
に充てるために管理している預金

公益（海自等支援）事業に充てるた
めに管理している預金
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場所･物量等 使用目的等 金　　額

山本事業積立資産 定期預金 14,869,437

　 みずほ銀行東京営業部 1,038,397

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 11,831,040

　 大和ﾈｸｽﾄ銀行ﾍﾞﾝﾃﾝ支店 2,000,000

海自等支援積立資産 定期預金 330,000

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 330,000

厚木ﾏｰｶｽ積立資産 定期預金 400,000

　 みずほ銀行東京営業部 400,000

災害積立資産 定期預金 1,790,644

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 1,790,644

防人之碑積立資産 定期預金 1,823,337

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 1,823,337

針尾之碑積立資産 定期預金 3,236,849

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 102,119

　 三井住友銀行渋谷支店 3,134,730

海防艦積立資産 定期預金 1,930,370

　 三井住友銀行渋谷支店 1,930,370

社屋整備積立資産 定期預金 13,751,248

　 みずほ銀行東京営業部 6,000,728

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 7,750,520

社屋更新積立資産 133,208,878

定期預金 128,572,208

　 みずほ銀行東京営業部 6,975,343

　 三菱UFJ銀行渋谷支店 14,639,794

　 三井住友銀行渋谷支店 6,948,366

　 大和ﾈｸｽﾄ銀行ﾍﾞﾝﾃﾝ支店 100,008,705

投資信託（野村證券本店） 636,670

10年国債(大和証券渋谷支店） 4,000,000

普通預金（三菱UFJ原宿支店） 0

7,029,556

建物 592.35㎡、渋谷区神宮前1-5-3 6,070,001

構築物 同上 3

什器･備品 同上、備品類 886,752

電話加入権 72,800

280,690,940

　　 資産合計 297,356,778

（流動負債）

未払金 684,008

　 社会保険料 渋谷年金事務所に対する未払額 平成31年3月末の未払い保険料 262,108

　 消費税 渋谷税務署に対する未払額 平成31年3月末の未払い消費税 421,900

前受金 430,100

　 広告料 多田野弘、幹候9期会等の前受額 当期以前に前受けした広告料 231,200

　 出版物 出版物｟日本海軍への道程）の前受額 次年度出版物の本代 198,900

前受会費 会員からの前受会費額 当期以前に前受けした年会費 635,500

預り金 24,580

　 職員源泉税 職員からの預り額 平成31年3月までの源泉税の預り金 24,580

　流動負債合計 1,774,188

（固定負債）

長期前受会費 36,068,250

　 賛助会費 賛助会費の前受額 16,049,250

 　終身会費 終身会費の前受額 20,019,000

　固定負債合計 36,068,250

　　 負債合計 37,842,438

　　 正味財産 259,514,340

　固定資産合計

長期にわたり前受している賛助・
終身会費

公益事業（海自等支援及び慰霊
顕彰）に充てるために管理してい
る預金

公益（慰霊顕彰）事業に充てるため
に管理している預金

社屋の老朽･地震災害等による更
新に充てるために管理している預
金等

　その他の
　固定資産

各事業、管理運営の施設として
使用する共用財産

貸借対照表科目

現社屋の整備･補修に充てるため
に管理している預金

公益（海自等支援）事業に充てるた
めに管理している預金

公益（地域社会への寄与）事業に充
てるために管理している預金
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