
（単位：円）
場所・物量等 使用目的等

Ⅰ．流動資産
1. 現金預金 44,795,065

りそな銀行本郷支店（普通預金） 運転資金として 11,181,510 
みずほ銀行本郷支店（普通預金） 〃 1,811,534 
ゆうちょ銀行〇一九支店（当座預金） 〃 11,455,635 
楽天銀行第一営業支店（普通預金） 〃 28,294 
ゆうちょ銀行〇〇八支店（普通預金） 〃 312,386 
三菱東京UFJ銀行浅草橋支店（普通預金） 20,005,706 

2. 未収入金 18,351,502 
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4市 法人会計・公益事業共通（公1、公2、公3） 100,000 
〃 第３種公共会員6か所 法人会計・公益事業共通（公1、公2、公3） 120,000 
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） 2,614,185 
〃 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、1大学 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の投稿論文掲載料） 16,000 
〃 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の書籍販売料） 147,074 
〃 1県、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） 26,000 
〃 1法人 公１普及・啓発・研究事業（臭気強度標準試料販売料） 12,000 
〃 1県 公１普及・啓発・研究事業（臭気対策セミナー参加料） 18,000 
〃 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） 15,122,243 

3. 前払金 428,340 
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団体 法人管理　理事会会場 1,200 
旅費交通費 1社 法人管理　運営検討会新幹線回数 27,160 
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 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（学会プレゼンテーション賞　図書カード） 3,000 

4. 資料 販売図書3,182冊 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の書籍在庫分） 4,423,295 
【　流動資産計　】 【 67,998,202 】

Ⅱ．固定資産
1. 退職給付等引当資産 16,683,650 

みずほ銀行本郷支店（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 16,683,650 
2.嗅覚検査室取得引当資産 3,000,000 

みずほ銀行本郷支店（普通預金） 嗅覚検査室取得に備えたもの 3,000,000 
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） 1,127,779 

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 
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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 2,797 
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 
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 1 
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 4,903 
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 445,065 
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 59,535 
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 121,338 
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 119,770 
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 43,501 
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 21,705 
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 1 
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 309,149 

5.無形固定資産 613,016 
外字管理ソフト 公３臭気判定士資格付与事業 22,381 
SQL　Server2014 法人会計 39,835 
Salseforce 法人会計 550,800 
【　固定資産計　】 【 23,083,715 】
《　資産合計　》 《 91,081,917 》

Ⅰ．流動負債
1. 未払金 12,859,271 
       手数料 40法人 公３臭気判定士資格付与事業（嗅覚検査実施手数料） 1,958,980 

手数料 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1,998,307 
消耗品 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 577,670 
印刷費 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 650,192 
通信費 3法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 151,697 
会議費 2法人 公２支援・調査事業（ヒヤリング手土産） 7,322 
賃料 1法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 21,600 
謝金 9委員会 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1,677,705 
交通費 8委員会 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 384,527 
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 
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什器備品 1法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1,492,720 
法定福利 職員5名 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 966,582 
期末手当 職員5名 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 1,988,969 

       未払消費税 新宿税務署 消費税 980,000 
2. 前受金 15,594,860 
       平成28年度会費 7件 入会金 28,000 

〃 122法人 営利法人正会員 12,200,000 
〃 9法人 公益法人正会員 450,000 
〃 263名 個人正会員 2,104,000 
〃 7法人 賛助会員 710,000 
〃 5名 学生会員 20,000 
学会誌年間購読 6件 公１普及・啓発・研究事業（出版） 78,000 
事業収入 1法人 公１普及・啓発・研究事業（書籍購入代金） 4,860 

3.預り金 623,849 
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） 623,849 

4.未払費用 29,783 
旅費交通費等 従業員に対するもの 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）従業員立替え旅費等 29,783 
【　流動負債計　】 【 29,107,763 】

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 16,683,650 

【　固定負債計　】 【 16,683,650 】
《　負債合計　》 《 45,791,413 》

正味財産
Ⅰ.一般正味財産 《 45,290,504 》

1.嗅覚検査室取得引当金 3,000,000 
2.その他の一般正味財産 42,290,504 

《　正味財産　》 《 45,290,504 》
《　負債及び正味財産合計　》 《 91,081,917 》
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