
（単位︓円）
場所・物量等 使⽤⽬的等

Ⅰ．流動資産
1. 現⾦預⾦ 57,299,741

三菱東京UFJ銀⾏浅草橋⽀店（普通預⾦） 運転資⾦として 18,486,040 
ゆうちょ銀⾏〇⼀九⽀店（当座預⾦） 〃 1,950,000 
ゆうちょ銀⾏〇〇⼋⽀店（普通預⾦） 〃 10,860 
りそな銀⾏本郷⽀店（普通預⾦） 〃 14,710,746 
みずほ銀⾏本郷⽀店（普通預⾦） 〃 22,132,094 
楽天銀⾏第⼀営業⽀店（普通預⾦） 〃 10,001 

2. 未収⼊⾦ 3,730,359 
会費収⼊ 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3か所 法⼈会計・公益事業共通（公1、公2、公3） 60,000 
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） 2,686,854 
〃 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 
〃 9件 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の書籍販売料） 91,651 
〃 1法⼈ 公１普及・啓発・研究事業（臭気強度試料） 12,000 
〃 2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） 160,000 
〃 公１普及・啓発・研究事業（機関誌年間購読料） 13,240 
〃 3市、1法⼈ 公１普及・啓発・研究事業（臭気対策セミナー参加料） 83,000 
〃 公２⽀援・調査事業（臭気削減効果の調査委託業務） 412,614 

3. 前払費⽤ 1,400,411 
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 310,200 
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 12,650 
消耗品 公１普及・啓発・研究事業（技術史） 10,170 
謝⾦ 公１普及・啓発・研究事業（技術史） 35,000 
租税公課 公１普及・啓発・研究事業（技術史） 1,000 
旅費交通費 公２⽀援・調査事業（調査委託業務） 5,868 
通信運搬費 公２⽀援・調査事業（調査委託業務） 18,190 
租税公課 公２⽀援・調査事業（契約関係） 10,400 
委託費 公２⽀援・調査事業（調査委託業務） 763,400 
⼿数料 公２⽀援・調査事業（契約関係） 23,100 
消耗品 １団体 公２⽀援・調査事業（調査委託業務の消耗品） 130,433 

4. 資料 7,358,554 
販売図書1,918冊 公１普及・啓発・研究事業（広報出版業務の書籍在庫分） 7,358,554 
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【 流動資産計 】 【 69,789,065 】

Ⅱ．固定資産
1. 退職給付等引当資産 20,699,342 

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 20,699,342 
2.嗅覚検査室取得引当資産 9,000,000 

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 9,000,000 
3.新資格運営費⽤引当資産 2,400,000 

りそな銀⾏本郷⽀店（普通預⾦） 新資格運営に備えたもの 2,400,000 
４. 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 
５. 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 

６.什器備品（有形固定資産） 570,637 
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 1 
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 1 
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 290,057 
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 1 
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 79,080 
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 1 
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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 201,478 
【 固定資産計 】 【 34,329,249 】
《 資産合計 》 《 104,118,314 》

Ⅰ．流動負債
1. 未払⾦ 5,741,993 
     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） 1,855,352 

⼿数料 5法⼈ 公１普及・啓発・研究事業 262,351 
消耗品 4法⼈ 法⼈会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費⽤ 15,840 
印刷費 2法⼈ 法⼈会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費⽤ 835,820 
通信費 4法⼈ 法⼈会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費⽤ 119,359 
委託費 3名 公２⽀援・調査事業 145,530 
謝⾦ 9委員会 法⼈会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費⽤ 337,982 
雑費 1法⼈ 法⼈会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費⽤ 3,000 
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 600,587 
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 1,391,072 

     未払消費税 新宿税務署 消費税 175,100 
2. 前受⾦ 16,321,440 

令和3年度会費 122法⼈ 営利法⼈正会員 11,700,000 
〃 11法⼈ 公益法⼈正会員 450,000 
〃 263名 個⼈正会員 2,192,000 
〃 9法⼈、１名 賛助会員 710,000 
⼊会⾦ 2名 個⼈正会員 4,000 
学会誌年間購読 3件 公１普及・啓発・研究事業（出版） 79,440 
脱臭ナビ年間掲載料 2法⼈ 2社 90,000 
技術史社史掲載料等 14社、24名 1,072,000 
アドバイザー認定講習会受講料 2名 1名 24,000 

3.預り⾦ 1,017,879 
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） 1,017,879 

4.未払費⽤ 17,817 
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 17,817 



（単位︓円）
場所・物量等 使⽤⽬的等

財  産  ⽬  録
令和3年3⽉31⽇現在  

 項    ⽬ ⾦    額
5.借受⾦ 44,000 

免状更新⼿数料等 3法⼈、3名 法⼈会計・公益事業（公1、公2、公3）共通費⽤ 44,000 
【 流動負債計 】 【 23,143,129 】

Ⅱ．固定負債 20,699,342 
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） 20,699,342 

【 固定負債計 】 【 20,699,342 】
《 負債合計 》 《 43,842,471 》

正味財産
Ⅰ.⼀般正味財産 《 60,275,843 》

1.嗅覚検査室取得引当⾦ 9,000,000 
2.新資格運営費⽤引当⾦ 2,400,000 
3.その他の⼀般正味財産 48,875,843 

《 正味財産 》 《 60,275,843 》
《 負債及び正味財産合計 》 《 104,118,314 》


