
（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金　　　　額

(流動資産)
現金 手元保管 運転資金として 1,964,971
預金 当座預金 7,648,969

本部　三U麹町中央33 運転資金として 535,020
本部　みずほ麹町93 運転資金として 619,144
中央　三U麹町中央72 運転資金として 1,501,602
中央　みずほ麹町65 運転資金として 437,361
中央　三U麹町95 運転資金として 948,758
中央　三住麹町07 運転資金として 2,045,487
中央　ゆうちょ海事42 運転資金として 1,390,326
上野　ゆうちょ東上71 運転資金として 32,374
江戸　ゆうちょ93 運転資金として 138,897
普通預金 176,421,139
本部　三U麹町中央36 運転資金として 40,121,920
本部　三U麹町中央49 運転資金として 9,059,303
本部　三U麹町64 運転資金として 287,710
本部　三U神保町01 運転資金として 52,640,292
本部　三U神保町14 運転資金として 830
本部　三住信託本営44 運転資金として 38,000
中央　三U麹町47 運転資金として 16,057,275
中央　みずほ麹町96 運転資金として 4,520,898
上野　みずほ麹町14 運転資金として 530,079
上野　三U上野中央42 運転資金として 149,063
王子　城北信金王子36 運転資金として 83,155
王子　城北信金王子66 運転資金として 21,046
足立　足成信金旭町87 運転資金として 456
足立　ゆうちょ足立66 運転資金として 41,060
足立　足成信金旭町84 運転資金として 2,236,810
亀戸　三U亀戸北口06 運転資金として 1,783,599
亀戸　三U亀戸北口29 運転資金として 600,829
亀戸　三U亀戸北口78 運転資金として 60,606
江戸　朝日信金三角05 運転資金として 130,260
江戸　朝日信金新小81 運転資金として 1,308,891
江戸　朝日信金新小87 運転資金として 155,882
八王　みずほ八王子21 運転資金として 11,342,129
八王　みずほ八王子15 運転資金として 1,133,493
立川　三U立川59 運転資金として 1,958,629
立川  みずほ立川47 運転資金として 1,657,770
立川　三住立川36 運転資金として 1,559,556
立川　多摩信金本店11 運転資金として 9,210,903
立川　多摩信金本店34 運転資金として 221,082
青梅　りそな河辺12 運転資金として 7,861,597
青梅　りそな東青梅06 運転資金として 1,744,203
青梅　青梅信金本店07 運転資金として 2,582,079
青梅　西東京農本店49 運転資金として 293,121
青梅  みずほ東青梅16 運転資金として 1,880,427
三鷹　みずほ三鷹64 運転資金として 5,148,186
定期預金 23,585,072
本部　三U麹町27 運転資金として 20,000,000
青梅　りそな河辺84 運転資金として 405,090
青梅　西東京農本店71 運転資金として 1,153,357
青梅　青梅信金本店25 運転資金として 526,625
三鷹　みずほ三鷹68 運転資金として 1,500,000

未収会費 75,200
  本部未収会費 令和2年度会費 20,000
  中央未収会費 令和2年度会費 55,200
未収金 3,056,032
  本部未収金 東京都、中災防他 講習会受講料、衛生管理者協議会通信運搬費等 1,562,570
  中央未収金 みやこ他 駐車料３月分他 86,035
  上野未収金 足立荒川支部 講習会受講料 102,156
  王子未収金 足立荒川支部 講習会受講料 82,156
  八王子未収金 中災防 テキスト代 332,920
  立川未収金 （有）タケナカ製作所 健康診断受診料 872,430
  青梅未収金 中災防 テキスト代 17,765
前払金 2,497,862
  本部前払金 共和サービス他 保険料等 593,260
  中央前払金 銀座ブロッサム 会場借料他 197,450
  上野前払金 創信工業 家賃4月分 88,820
  王子前払金 王子工場協会 家賃4月分 247,630
  足立荒川 足立区他 会場借料他 115,510
  亀戸前払金 かめりあホール他 会場借料他 124,490
  江戸川前払金 タワーホール船堀他 会場借料他 105,300
  八王子前払金 八王子労政会館他 会場借料他 80,000
  立川前払金 たましんRISURU他 会場借料他 769,802
  青梅前払金 ゆとろぎ他 会場借料他 62,500
  三鷹前払金 武蔵野スイングホール 会場借料他 113,100
貯蔵品 4,042,886
  本部貯蔵品 講習テキスト・書籍 3,964,067
  八王子貯蔵品 講習会テキスト 7,738
  立川貯蔵品 講習会テキスト 40,573
  青梅貯蔵品 講習会テキスト 30,508
仮払金 3,401
  本部仮払金 中央支部 健康保険料差額誤支払 3,401

219,295,532
(固定資産)
  流動資産合計

財産目録
令和 3年 3月31日現在

公益社団法人東京労働基準協会連合会

貸借対照表科目



  基本財産
土地 432,360
  土地(一般) 千代田区二番町9-8 共有財産　公益事業（61.5％）その他（38.5％） 432,360

  特定資産
退職給付引当資産 6,866,951
　本部 本部　三住信託本店86 退職給付引当資産 6,866,951
施設設備等取得 220,000,000
・改良資金
　本部 本部　みずほ麹町31 施設設備等の取得･改良のための資金 100,000,000
　普通預金 中央　三住麹町57 施設設備等の取得･改良のための資金 9,000,000
　定期預金 中央　みずほ麹町22 施設設備等の取得･改良のための資金 10,000,000
　定期預金 中央　三U麹町29 施設設備等の取得･改良のための資金 100,000,000
　定期預金 立川　多摩信金本店22 施設設備等の取得･改良のための資金 1,000,000

  その他固定資産
建物 328,415,413
  本部研修センター 538.80㎡　3階建 公益目的保有財産 66,278,619

江戸川区中央4-25-13
  中央 共有財産　公益事業（12％）その他事業等（88％） 262,136,794

千代田区二番町9-8
構築物 28,476,938
  本部構築物 外溝工事建設付属設備 公益目的保有財産 3,155,747

江戸川区中央4-25-13
  中央構築物 千代田区二番町9-8 共有財産　公益事業（12％）その他事業等（88％） 25,321,191
機械装置 6,982,984
  本部機械装置 江戸川区中央4-25-13 研修センター別館（橋型クレーン）　公益目的保有財産 6,982,984
什器備品 8,223,284
  本部什器備品 江戸川区中央1-8-1 （映像・音響機器等）公益目的保有財産　4,619,257円 5,954,602

江戸川区中央4-25-13
（パソコン・プリンター等）共有財産
　公益事業（90％）その他事業等（10％）1,021,551円

千代田区二番町9-8  （全国大会申込サイト）収益事業（100％）313,794円
  中央什器備品 千代田区二番町9-8 共有財産　公益事業（12％）その他事業（88％） 2,108,180
  亀戸什器備品 江東区亀戸2-25-12 共用財産　公益（70％）その他（30％） 36,100
  青梅什器備品 青梅市河辺町5-14-2 共用財産　公益（60％）その他（40％） 82,868
  三鷹什器備品 三鷹市下連雀3-33-13 共用財産　公益（70％）その他（30％） 41,534
電話加入権 524,987
  本部電話加入権 3本 共有財産　公益事業（90％）その他事業等（10％） 209,000
  中央電話加入権 4本 共有財産　公益事業（61.5％）その他事業等（38.5％） 315,987
敷金 57,452,030

  本部敷金 江戸川区中央1-8-1
研修センター本館建物
　共有財産　公益事業（98.4％）その他事業（1.6％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,520,000円

55,596,000

江戸川区中央4-25-13

研修センター別館建物
　公益事業（100％）　　　　　　　　　1,836,600円
研修センター別館土地
　公益事業（100％）　　　　　　　　　9,239,400円

  上野敷金 台東区東上野5-17-8 共用財産　公益（70％）その他（30％） 147,000
  足立荒川敷金 足立区千住旭町12-3 共用財産　公益（70％）その他（30％） 80,000
  亀戸敷金 江東区亀戸2-25-12 共用財産　公益（70％）その他（30％） 420,000
  立川敷金 立川市柴崎町2-2-23 共用財産　公益（80％）その他（20％） 1,059,030
  三鷹敷金 三鷹市下連雀3-33-13 共用財産　公益（70％）その他（30％） 150,000

657,374,947
876,670,479

(流動負債)
未払金 8,972,666
  本部未払金 講師謝金他 6,974,337
  中央未払金 事務所管理費（シルバー人材センター）他 770,844
  足立荒川未払金 講習会収入分配金（上野・王子支部）他 269,507
  八王子未払金 中災防図書・用品第他 290,223
  立川未払金 （一社）労働保健協会 健康診断受診料（（有）タケナカ製作所）他 667,755
前受金 44,913,154
  本部前受金 令和３度分講習会収入 31,116,810
  中央前受金 全国農業会議所他 令和３年度賃料 9,710,074
  上野前受金 令和３度分講習会収入 136,500
  王子前受金 令和３度分講習会収入 3,500
  足立前受金 令和３度分講習会収入 22,500
  亀戸前受金 令和３度分講習会収入 73,500
  江戸川前受金 令和３度分講習会収入 122,500
  八王子前受金 令和３度分講習会収入 590,090
  立川前受金 令和３度分講習会収入 2,048,170
  青梅前受金 令和３度分講習会収入 1,072,790
  三鷹前受金 令和３度分講習会収入 16,720
預り金 412,066
  本部預り金 社会保険料 144,120
  中央預り金 社会保険料、テナント光熱水道 96,538
  上野預り金 源泉所得税 19,590
  足立荒川預り金 社会保険料 47,780
  江戸川預り金 源泉所得税 11,562
  立川預り金 源泉所得税、社会保険料 92,476
仮受金 34,445,136
  本部仮受金 年度末銀行振込分（講習会費等） 34,441,735
  中央仮受金 本部 健康保険料差額返金分 3,401

88,743,022
(固定負債)

長期借入金 三菱UJF銀行麹町支店 共有事業に供する建物を取得するための借入 41,676,000
預り敷金 108,352,176
退職給付引当金 三井住友信託銀行 退職給付引当金 6,866,951

本店営業部
156,895,127
245,638,149
631,032,330

    負債合計
    正味財産

  固定資産合計
    資産合計

  流動負債合計

  固定負債合計


