
（単位：円）
場所・物量等 使用目的等

Ⅰ．流動資産
1. 現金預金 38,514,675

現金 運転資金として 0
りそな銀行本郷支店（普通預金） 〃 905,806 
みずほ銀行本郷支店（普通預金） 〃 19,863,736 
ゆうちょ銀行〇一九支店（当座預金） 〃 6,514,936 
楽天銀行第一営業支店（普通預金） 〃 1,677 
ゆうちょ銀行〇〇八支店（普通預金） 〃 78,763 
三菱東京UFJ銀行浅草橋支店（普通預金） 11,149,757 

2. 未収入金 15,278,312 
会費収入 第１種公共会員１県 法人会計・公益事業共通（公1、公2、公3） 40,000 
〃 第２種公共会員3市 法人会計・公益事業共通（公1、公2、公3） 75,000 
〃 第３種公共会員７か所 法人会計・公益事業共通（公1、公2、公3） 140,000 
事業収入 5法人 公１普及・啓発・研究事業（器材推奨業務の推奨マーク使用料） 2,430,552 
〃 2法人 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の広告料） 136,000 

2法人 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の投稿論文掲載料） 8,000 
〃 5法人、3名 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の書籍販売料） 56,196 
〃 １県（2か所）、1市 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の機関誌年間購読料） 21,600 
〃 2法人 公１普及・啓発・研究事業（臭気強度標準試料販売料） 32,500 
〃 3法人 公１普及・啓発・研究事業（認定事業所審査料） 90,000 
〃 国、2市 公２支援・調査事業（環境改善支援業務の委託請負金） 12,248,464 

3. 前払金 687,620 
賃借料 １法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用　４月事務所賃料 304,560 
〃 １法人 法人管理　総会会場 7,200 
旅費交通費 1社 法人管理　理事会新幹線回数 95,520 
会費 １法人 法人会計（土木学会28年度会費） 80,000 
手数料 １法人 公１普及・啓発・研究事業（器材推奨品検査費） 168,264 
〃 １法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用　４月ごみ処理・セキュリティ 12,420 
消耗品 １法人 公１普及・啓発・研究事業（器材推奨品検査品） 19,656 

4. 資料 販売図書2,049冊 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の書籍在庫分） 3,344,217 
【　流動資産計　】 【 57,824,824 】

Ⅱ．固定資産
1. 退職給付等引当資産 16,311,930 

三菱東京UFJ銀行浅草橋支店（普通預金） 従業員６名 退職慰労金・退職金の支払いに備えたもの 16,311,930 
2. 敷金 1,410,000 

新陽ビル1106、204 貸主 公１普及・啓発・研究事業（共用財産　事務所の敷金） 1,410,000 
3. 電話加入権 249,270 

電話加入権 NTT東日本 公１普及・啓発・研究事業（共用財産　事務所の電話加入権） 249,270 
4.什器備品（有形固定資産） 1,486,427 

試験用機器 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
デスクトップＰＣ 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
サーバー 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 5,589 
プロジェクター 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
試験用機器 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
タブレットＰＣ 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
サーバー 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
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事務いす 事務所（８台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
ラック・キャビネット 事務所（ラック３台、キャビネット１７台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 42,016 
簡易無臭箱 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
ビデオカメラ 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
デスクトップＰＣ 事務所（３台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
協会代表印（角印・丸印・シャチハタ印） 事務所（角印３個、丸印１個、シャチハタ印2個） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
デスクトップＰＣ 事務所（２台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
協会代表印（丸印） 事務所（丸印２個） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
事務机・事務いす 事務所（机１個、椅子1個） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 7,361 
会議室パーテーション 事務所（一式） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 513,339 
事務机 事務所（机８個） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 89,391 
両開き書庫 事務所（６台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 139,951 
事務椅子 事務所（７個） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 179,834 
簡易パーテーション 事務所（一式） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1 
NAS一式 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 87,001 
サーバー 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 43,410 
ノートパソコン 事務所（１台） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 21,948 
事務机 事務所（一式） 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 356,573 

5.無形固定資産 858,384 
外字管理ソフト 公３臭気判定士資格付与事業 46,793 
SQL　Server2014 法人会計 66,391 
Salseforce 法人会計 745,200 
【　固定資産計　】 【 20,316,011 】
《　資産合計　》 《 78,140,835 》

Ⅰ．流動負債
1. 未払金 4,681,778 
       経費 38法人 公３臭気判定士資格付与事業（嗅覚検査実施手数料） 2,006,678 

〃 3法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用（消耗品） 31,026 
〃 １法人 公１普及・啓発・研究事業（広告出版業務の機関誌３月号印刷料） 613,404 
〃 4法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）（通信運搬費） 142,592 
〃 １法人 公１普及・啓発・研究事業（広告出版業務の機関誌発送・編集手数料等） 527,441 
謝金 6委員会 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 216,138 
交通費 6委員会 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 318,103 
会議費 公２支援・調査事業（ヒヤリング手土産） 1,203 
返金 1名 公３臭気判定士資格付与事業（合格証再発行手数料） 3,000 
法定福利 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 311,493 

       未払消費税 新宿税務署 消費税 510,700 
2. 前受金 16,410,039 
       平成28年度会費 2名 入会金 8,000 

〃 121法人 営利法人正会員 12,100,000 
〃 10法人 公益法人正会員 500,000 
〃 264名 個人正会員 2,120,000 
〃 13法人 賛助会員 990,000 
〃 4名 学生会員 16,000 
学会誌年間購読 3法人 公１普及・啓発・研究事業（出版） 65,000 
事業収入 2法人、3名 公１普及・啓発・研究事業（書籍購入代金） 79,775 
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事業収入 3法人 公１普及・啓発・研究事業（脱臭ナビ年間登録料） 120,000 
事業収入 2法人 公１普及・啓発・研究事業（認定事業所審査料） 240,000 
事業収入 1社 公１普及・啓発・研究事業（器材推奨更新審査料） 168,264 
事業収入 1名 公１普及・啓発・研究事業（臭気対策アドバイザー更新料） 3,000 
事業収入

3.預り金 80,778 
健康保険料等 従業員に対するもの 法人会計・公益事業共通（公1、公2、公3） 80,778 

4.未払費用 3名 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）従業員立替え旅費等 63,995 63,995 
5.仮受金 1法人 書籍代金過剰分 2,600 2,600 

【　流動負債計　】 【 21,239,190 】
Ⅱ．固定負債

1. 退職給付引当金 職員の退職給付金の引当金 法人会計・公益事業共通（公1、公2、公3） 16,311,930 16,311,930 
【　固定負債計　】 【 16,311,930 】
《　負債合計　》 《 37,551,120 》
《　正味財産　》 《 40,589,715 》
《　負債及び正味財産合計　》 《 78,140,835 》
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