
（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 2,296,157
預金 当座預金 14,271,869

本部　　三U麹町中央33 運転資金として 358,900
本部　　みずほ麹町93 運転資金として 563,594
中央　　三U麹町中央72 運転資金として 3,011,601
中央　　みずほ麹町65 運転資金として 246,029
中央　　三U麹町95 運転資金として 198,671
中央　　三住麹町07 運転資金として 8,603,022
中央　　ゆうちょ海事42 運転資金として 1,053,285
上野　　ゆうちょ東上71 運転資金として 157,567
江戸川　ゆうちょ93 運転資金として 79,200
普通預金 189,333,785
本部　　三U麹町中央36 運転資金として 48,795,815
本部　　三U麹町中央49 運転資金として 23,854,421
本部　　三U麹町64 運転資金として 287,562
本部　　三U神保町01 運転資金として 20,701,917
本部　　三U神保町14 運転資金として 3,501,289
本部　　三住信託本営44 運転資金として 36,744
中央　　三U麹町47 運転資金として 18,416,662
中央　　みずほ麹町96 運転資金として 3,241,856
上野　　みずほ麹町14 運転資金として 216,369
上野　　三U上野中央42 運転資金として 240,910
王子　　城北信金王子36 運転資金として 261,112
王子　　城北信金王子66 運転資金として 21,807
足立　　足成信金旭町84 運転資金として 1,264,423
亀戸　　三U亀戸北口06 運転資金として 50,000
亀戸　　三U亀戸北口78 運転資金として 50,000
亀戸　　三U亀戸95 運転資金として 2,867,855
亀戸　　三U亀戸00 運転資金として 13,106
亀戸　　三U亀戸13 運転資金として 700,833
江戸川　朝日信金三角05 運転資金として 187,420
江戸川　朝日信金新小81 運転資金として 3,499,853
江戸川　朝日信金新小87 運転資金として 281,466
八王子　みずほ八王子21 運転資金として 14,796,435
八王子　みずほ八王子15 運転資金として 738,645
立川　　三U立川59 運転資金として 4,313,186
立川  　みずほ立川47 運転資金として 3,824,747
立川　　三住立川36 運転資金として 3,453,513
立川　　多摩信金本店11 運転資金として 9,252,199
立川　　多摩信金本店34 運転資金として 433,417
青梅　　りそな河辺12 運転資金として 8,032,775
青梅　　りそな東青梅06 運転資金として 2,671,785
青梅　　青梅信金本店07 運転資金として 3,666,012
青梅　　西東京農本店49 運転資金として 368,683
青梅  　みずほ東青梅16 運転資金として 3,458,056
三鷹　　みずほ三鷹64 運転資金として 5,832,912
定期預金 23,585,155
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 405,098
青梅　西東京農本店71 運転資金として 1,153,380
青梅　青梅信金本店25 運転資金として 526,677
三鷹　みずほ三鷹68 運転資金として 1,500,000

未収会費 40,800
  中央未収会費 令和３年度未収会費 40,800
未収金 3,474,056
  本部未収金 中災防他 令和３年度講習会受講料・テキスト代 1,891,570
  中央未収金 全国農業会議所他 会場使用料３月分等 66,486
  八王子未収金 中災防 テキスト代 936,428
  立川未収金 柴田製作所他 健康診断斡旋費用等 203,025
  青梅未収金 中災防 テキスト代 25,657
  本部麹町未収金 中災防他 衛生管理者協議会等 350,890
前払金 2,174,699
  本部前払金 セコム 警備料等 113,300
  中央前払金 経団連会館 会場借料他 162,000
  上野前払金 創信工業 家賃4月分 77,000
  王子前払金 王子工場協会 家賃4月分 274,250
  足立荒川 足立区他 会場借料他 140,970
  亀戸前払金 かめりあホール他 会場借料他 125,350
  江戸川前払金 船堀ホール 会場借料他 107,080
  八王子前払金 八王子労政会館他 会場借料他 139,120
  立川前払金 たましんRISURUホール他 会場借料他 534,222
  青梅前払金 ゆとろぎ他 会場借料他 387,867
  三鷹前払金 武蔵野スイングホール 会場借料他 113,540
貯蔵品 2,424,756
  本部貯蔵品 講習会テキスト 699,649
  中央貯蔵品 講習会テキスト 77,968
  八王子貯蔵品 講習会テキスト 792
  立川貯蔵品 講習会テキスト 104,509
  青梅貯蔵品 講習会テキスト 1,870
  本部麹町貯蔵品 書籍 1,539,968

237,601,277  流動資産合計

財産目録
令和 4年 3月31日現在

公益社団法人東京労働基準協会連合会
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(固定資産)
  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 6,855,426
　本部 本部　三住信託本店86 退職給付引当資産 6,855,426
施設設備等取得 223,000,000
・改良資金
　普通預金 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 12,000,000
　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 307,361,441
  本部研修センター 538.80㎡　3階建 公益目的保有財産 57,020,801

江戸川区中央4-25-13
  中央 共有財産　共用財産　公益事業（12％）その他事業等（88％） 250,340,640

千代田区二番町9-8
構築物 24,413,232
  本部構築物 外溝工事建設付属設備 公益目的保有財産 2,723,887

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　共有財産　公益事業（12％）その他事業等（88％） 21,689,345
機械装置 5,470,150
  本部機械装置 橋型クレーン 研修センター別館 5,470,150

江戸川区中央4-25-13 公益目的保有財産
什器備品 7,084,428
  本部什器備品 事務機器・映像機器・ （映像・音響機器等）公益目的保有財産　5,229,031円 5,771,360

音響機器他 （パソコン・プリンター等）共有財産
江戸川区中央1-8-1 　公益事業（90％）その他事業等（10％）　325,087円
江戸川区中央4-25-13  （全国大会申込サイト）収益事業（100％）　217,242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％） 1,312,967

  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％） 101
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

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

632,594,054
870,195,331

(流動負債)
短期借入金 職員立替分 100,000
未払金 9,270,715
  本部未払金 令和3年度講習会講師謝金・テキスト代他 5,998,562
  中央未払金 事務所管理費（シルバー人材センター）他 706,646
  八王子未払金 中災防図書・用品第他 19,833
  本部麹町未払金 専門家相談員謝金、電話料金他（令和3年度受託事業費用） 2,545,674
前受金 55,884,418
  本部前受金 令和４年度講習会収入 39,006,290
  中央前受金 全国農業会議所他 令和４年度賃料、講習会収入 12,360,264
  上野前受金 令和４年度講習会収入 8,000
  足立前受金 令和４年度講習会収入 28,000
  亀戸前受金 令和４年度講習会収入 26,000
  江戸川前受金 令和４年度講習会収入 73,500
  八王子前受金 令和４年度講習会収入 828,052
  立川前受金 令和４年度講習会収入 1,748,844
  青梅前受金 令和４年度講習会収入 1,751,448
  三鷹前受金 令和４年度講習会収入 44,020
  本部麹町前受金 令和４年度会費 10,000
預り金 705,338
  中央預り金 社会保険料、テナント光熱水道 327,199
  上野預り金 源泉所得税、社会保険料 19,590
  王子預り金 源泉所得税、社会保険料 9,348
  足立荒川預り金 源泉所得税、社会保険料 47,780
  立川預り金 源泉所得税、社会保険料 82,178
  三鷹預り金 源泉所得税、社会保険料 27,954
  本部麹町預り金 社会保険料 191,289
仮受金 17,692,706
  本部仮受金 年度末銀行振込分（講習会費等） 1,088,720
  本部麹町仮受金 令和３年度受託事業返還金 16,603,986

83,653,177
(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 25,012,000
預り敷金 108,422,176
退職給付引当金 三井住友信託銀行 退職給付引当金 6,855,426

本店営業部
140,289,602
223,942,779
646,252,552

江戸川区中央4-25-13

  固定資産合計
    資産合計

  流動負債合計

  固定負債合計
    負債合計
    正味財産
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