
場所・物量等 使用目的等 金　額

（流動資産）

現金 現金手許有高 運転資金 190,421

普通預金 三井住友銀行　丸ノ内支店 運転資金 51,543,153

みずほ銀行　東京中央支店 運転資金 29,126,018

りそな銀行　東京営業部 運転資金 4,933,005

振替貯金　 ゆうちょ銀行　振替貯金　00130 運転資金 261,802

ゆうちょ銀行　振替貯金　00160 運転資金 2,098,078

未収金 缶詰時報購読料収入　3件 公益目的事業（調査・情報伝達事業）分 33,642

缶詰時報広告料収入　3件 公益目的事業（調査・情報伝達事業）分 135,000

缶詰手帳売上収入　2件 公益目的事業（調査・情報伝達事業）分 9,720

缶詰巻締試験受験料収入　4件 公益目的事業（人材育成・相談事業）分 716,584

依頼試験料収入　34件 公益目的事業（研究開発事業）分 2,032,560

斡旋器具類販売料収入　26件 収益事業等（斡旋事業）分 1,590,300

専務会経費分担金立替払い　6件 管理活動分 78,640

会費収入　2件 公益目的事業分 114,450

会費収入　2件 収益事業等分 10,500

会費収入　2件 管理活動分 85,050

前渡金 借室費・共益費（本部・4月分） 公益目的事業分 586,272

借室費・共益費（本部・4月分） 収益事業等分 120,207

借室費・共益費（本部・4月分） 管理活動分 328,990

棚卸資産 缶詰手帳327冊　（単価2,144円） 公益目的事業財産 701,088

斡旋器具類 収益事業財産 921,210

缶詰用金属缶と二重巻締542冊　（単価1,091円） 収益事業財産 591,322

ＧＭＰマニュアル242冊　（単価2,233円） 収益事業財産 540,386

缶詰食品（第7版）16冊　（単価4,659円） 収益事業財産 74,544

缶詰食品（第7版）970冊　（単価3,536円） 収益事業財産 3,429,920

ＨＡＣＣＰマニュアル101冊　（単価1,710円） 収益事業財産 172,710

製造講義50冊　（単価1円） 収益事業財産 50

100,425,622

（固定資産）

　特定資産 退職給付引当資産 三井住友銀行　丸ノ内支店　（定期預金） 管理活動財産、役職員19名に対する退職金の支払いに備えたもの 33,000,000

三井住友銀行　丸ノ内支店　（普通預金） 管理活動財産、役職員19名に対する退職金の支払いに備えたもの 39,456,199
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場所・物量等 使用目的等 金　額

三菱ＵＦＪ信託銀行　本店　（定期預金） 管理活動財産、役職員19名に対する退職金の支払いに備えたもの 50,000,000

三菱ＵＦＪ信託銀行　本店　（普通預金） 管理活動財産、役職員19名に対する退職金の支払いに備えたもの 2,076,801

建物・構築物修繕引当資産 三菱東京ＵＦＪ銀行　本店　（定期預金） 公益目的事業（研究開発事業）財産 40,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行　本店　（普通預金） 公益目的事業（研究開発事業）財産 22,361,045

研究機器購入引当資産 三菱ＵＦＪ信託銀行　本店　（定期預金） 公益目的事業（研究開発事業）財産 33,700,000

三菱ＵＦＪ信託銀行　本店　（普通預金） 公益目的事業（研究開発事業）財産 7,213,688

研究機器取得資金積立資産 三井住友銀行　丸ノ内支店　（普通預金） 公益目的事業（研究開発事業）財産 16,429,940
創立90周年記念事業準備資金積立資産 三井住友銀行　丸ノ内支店　（定期預金） 管理活動財産 4,000,169

　その他固定資産 土地　 研究所　宅地　1,546.99㎡（横浜市金沢区福浦2－5－3） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 106,521,798

建物・構築物 研究所　建物　1,710.9㎡（横浜市金沢区福浦2－5－3） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 85,458,490

 （本館　1,690.9㎡、ボイラー室　20.0㎡）

研究所　電気設備 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 881,830

研究所　ダウンライト 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 18,521

研究所　給排水設備 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 916,674

研究所　ガス設備 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 205,074

研究所　冷暖房設備 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 7,231,629

研究所　舗装路面 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 175,450

研究所　フェンス 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 187,350

研究所　高圧ガスボンベ置場 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 61,500

研究所　ボイラー排水中和槽 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 29,610

研究所　プラント室給水管更新工事 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 200,329

研究所　排水工事（外溝） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 81,993

研究所　植栽工事 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 26,000

研究所　高圧機器更新工事 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 227,671

機械・器具・備品 巻締機　（3台） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 140,575

連続式低温殺菌装置 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 223,000

真空二重釜 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 115,000

冷蔵庫設備（プレハブ式） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 204,479

ボイラー　（2台） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 795,291

特殊ガス設備 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 418,021

中和槽設備 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 144,800

スクラバー 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 120,250

シャワー式レトルト 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 900,000

高温高圧調理殺菌装置改造 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 222,115

テクスチュロメーター 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 110,000
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場所・物量等 使用目的等 金　額

ガスクロマトグラフ　（3台） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 296,781

原子吸光分光光度計　（2台） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 459,500

液体クロマトグラフ　（3台） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 470,000

各種恒温器　（18台） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 590,905

マイクロスコープ （2台） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 848,281

シーラー　（3台） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 109,900

立体的観察映像装置ハイロックス 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 165,000

微生物遺伝子解析装置 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 625,000

水分活性測定システム 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 53,500

冷却多本架遠心機 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 58,500

示差屈折率検出器 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 47,500

イオンクロマトグラフ （2台） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 275,000

ヘッドスペースサンプラー 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 180,163

その他　（110台） 公益目的保有財産、研究開発事業に使用 4,145,144

敷金 翔和神田ビル事務所 管理活動財産、本部事務所敷金 6,248,640

貸付金 職員貸付金 管理活動財産、職員1名に対する住宅貸付金 1,980,000

470,409,106

570,834,728

（流動負債）

未払金 消費税（28年度納付分） 管理活動分 1,462,300

缶詰巻締試験派遣料　5件 公益目的事業（人材育成・相談事業）分 307,400

缶詰巻締試験出張旅費　1件 公益目的事業（人材育成・相談事業）分 274,082

缶詰食品ロイヤリティ（1000冊分） 収益事業等（斡旋事業）分 1,210,000

研究会情報印刷費 収益事業等（共益事業）分 85,266

前受金 缶詰時報広告料(29年度分）　5件 公益目的事業（調査・情報伝達事業）分 1,914,678

缶詰時報購読料(29年度分） 公益目的事業（調査・情報伝達事業）分 2,511,354

会費（29年度分）　2件 法人会計分 400,000

預り金 社会保険料 役員報酬・職員給与に対するもの 1,154,751

住民税 役員報酬・職員給与に対するもの 498,500

源泉所得税 役員報酬・職員給与に対するもの、謝金・原稿料支払に対するもの 281,080

10,099,411

（固定負債）

退職給付引当金 役職員に対するもの 管理活動分、役職員19名に対する退職金の支払いに備えたもの 126,513,000

建物・構築物修繕引当金 研究所建物・構築物修繕に対するもの 公益目的事業分、研究所建物・構築物の修繕に備えたもの 62,361,045

188,874,045

198,973,456

371,861,272

貸借対照表科目

　固定負債合計

　　　　負債合計

　　　　正味財産

　　　　資産合計

　流動負債合計

　固定資産合計


