
（単位：円）
場所・物量等 使用目的等

Ⅰ．流動資産
1. 現金預金 45,394,461

りそな銀行本郷支店（普通預金） 運転資金として 6,543,530 
みずほ銀行本郷支店（普通預金） 〃 4,795,122 
ゆうちょ銀行〇一九支店（当座預金） 〃 2,807,275 
楽天銀行第一営業支店（普通預金） 〃 34,690 
ゆうちょ銀行〇〇八支店（普通預金） 〃 76,226 
三菱東京UFJ銀行浅草橋支店（普通預金） 31,137,618 

2. 未収入金 18,315,205 
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5か所 法人会計・公益事業共通（公1、公2、公3） 100,000 
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） 2,675,532 
〃 3法人 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の広告料） 296,000 

1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） 8,000 
〃 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の書籍販売料） 106,722 
〃 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 
〃 4法人 公１普及・啓発・研究事業（臭気強度標準試料販売料） 70,000 
〃 3法人 公１普及・啓発・研究事業（臭気測定認定事業所登録更新料） 90,000 
〃 国、4市、1法人 公２支援・調査事業（環境改善支援業務の委託請負金） 14,827,951 

3. 前払金 488,080 
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　総会会場 37,100 
旅費交通費 1社 法人管理　運営検討会、理事会新幹線回数 54,000 
会費 １法人 法人会計（土木学会次年度会費） 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 

4. 資料 3,330,526 
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） 3,330,526 

5.仮払金 7,256 
消耗品 1名 サーキュレーター代 7,256 
【　流動資産計　】 【 67,535,528 】

Ⅱ．固定資産
1. 退職給付等引当資産 17,038,848 

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 17,038,848 
2.嗅覚検査室取得引当資産 6,000,000 

りそな銀行本郷支店（普通預金） 嗅覚検査室取得に備えたもの 6,000,000 
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 
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4.什器備品（有形固定資産） 850,959 

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 
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 2,445 
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 385,872 
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 29,679 
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 105,201 
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 59,706 
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 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 
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 268,033 

5.無形固定資産 369,679 
SQL　Server2014 法人会計 13,279 
Salseforce 法人会計 356,400 
【　固定資産計　】 【 25,918,756 】
《　資産合計　》 《 93,454,284 》

Ⅰ．流動負債
1. 未払金 10,235,872 
       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） 2,198,094 

手数料 1法人 公１普及・啓発・研究事業（出版） 1,458,000 
手数料 7法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 404,765 
消耗品 3法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 400,288 
印刷費 2法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 600,425 
通信費 4法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 199,436 
会議費 1法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 538 
賃料 1法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 5,400 
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委託費 3名 公２支援・調査事業（環境改善支援業務の委託請負金） 526,373 
謝金 9委員会 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 314,506 
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 370,709 
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 
雑費 1法人 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 8,370 
法定福利 日本年金機構 法人会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費用 926,308 
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 1,552,860 

       未払消費税 新宿税務署 消費税 1,266,800 
2. 前受金 15,596,000 
       令和元年度会費 2件 入会金 8,000 

〃 123法人 営利法人正会員 12,300,000 
〃 9法人 公益法人正会員 450,000 
〃 255名 個人正会員 2,048,000 
〃 9法人、１名 賛助会員 730,000 
〃 2名 学生会員 8,000 
学会誌年間購読 3件 公１普及・啓発・研究事業（出版） 52,000 

3.預り金 639,234 
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） 639,234 

4.未払費用 59,872 
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 59,872 

5.借受金 11,000 
免状更新手数料 1名 判定士免状更新取止めの為返金 3,000 
会費 1名 入会申込書未着者 8,000 
【　流動負債計　】 【 26,541,978 】

Ⅱ．固定負債 17,038,848 
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） 17,038,848 

【　固定負債計　】 【 17,038,848 】
《　負債合計　》 《 43,580,826 》

正味財産
Ⅰ.一般正味財産 《 49,873,458 》

1.嗅覚検査室取得引当金 6,000,000 
2.その他の一般正味財産 43,873,458 

《　正味財産　》 《 49,873,458 》
《　負債及び正味財産合計　》 《 93,454,284 》
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