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財　　産　　目　　録

（単位：円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）
現金 小口払資金として (837,370)

手元現金・本部 663,418 
手元切手・本部 45,798 
手元現金・関東支部 110,590 
手元現金・九州支部 17,564 

普通預金 運転資金として (68,618,953)
みずほ銀行八重洲口支店（普通1） 18,288,415 
みずほ銀行八重洲口支店（普通2） 7,286,121 
みずほ銀行八重洲口支店（普通3） 15,790,781 
三井住友銀行東京中央支店 8,004,679 
三井住友銀行東京中央支店（情報） 317,902 
みずほ信託銀行本店（退引） 249,641 
みずほ信託銀行本店（基財） 70,629 
みずほ信託銀行本店（産業） 158,256 
大和ネクスト銀行（一般） 57,091 
北洋銀行桑園支店 3,767,029 
七十七銀行ＪＲ仙台出張所 3,320,012 
みずほ銀行八重洲口支店 1,506,427 
三菱UFJ銀行名古屋駅前支店 4,372,682 
みずほ銀行梅田支店 1,808,699 
広島銀行県庁支店 1,841,393 
百十四銀行県庁支店 369,906 
西日本シティ銀行博多駅東支店 1,409,290 

郵便貯金 東京貯金局 運転資金として 274,269 
未収入金 委託金等にかかわる収入 令和3年度未収受託事業費等 108,878,033 
前払金 令和4年度事業費の前払分 37,560 
前払費用 事務局賃料等に関わる前払費用 事務局賃料等の前払費用 2,453,305 

181,099,490 
（固定資産）
基本財産 (433,400,000)

有価証券 公益目的保有財産であり、満期保有目的で
保有し運用益を公益目的事業の財源として
使用する。

(110,000,000)

商工債券 110,000,000 
預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益目

的事業の財源として使用する。
(323,400,000)

大和ネクスト銀行・定期預金 120,000,000 
三井住友信託銀行・定期預金 200,000,000 
みずほ信託銀行本店・金銭信託 3,400,000 

特定資産 (1,224,775,221)
退職給付
引当資産

役員退職慰労金、職員退職給与支給目的の
ために管理されている資金である。

(164,960,169)

 有価証券 (20,000,000)
1回　東京都公募公債ソーシャルボンド5年 20,000,000 

 預金 (144,960,169)
みずほ銀行八重洲口支店（普通1） 13,365,790 
みずほ信託銀行本店・金銭信託 121,049,088 
大和ネクスト銀行・定期預金 10,545,291 

減価償却
引当資産

協会ＷＥＢサーバーの再構築に要する費用
に充当するために管理されている資金であ
る。

(298,196)

みずほ信託銀行本店・金銭信託 298,196 
産業観光
振興基金

公益目的保有財産であり、新たな観光アイ
テム創出・活用促進実施財源として使用す
るとともに、運用益を積み立てている。

(1,698,862)

みずほ銀行八重洲口支店（普通1） 1,698,782 
みずほ信託銀行本店・金銭信託 80 

観光地域づ
くり支援基
金

公益目的保有財産であり、観光地域づくり
基盤・受入体制整備推進事業、人材育成事
業及び観光交流活性化事業実施財源として
使用するとともに、運用益を積み立ててい
る。

(599,731,436)

みずほ銀行八重洲口支店（普通4） 86,363,621 
みずほ銀行八重洲口支店（普通1） 13,260,953 
大和ネクスト銀行・定期預金 500,106,862 

令和4年3月31日現在

流 動 資 産 合 計
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
事務所移転
対策引当資
産

本支部の移転・改装等に伴う経費の支払目
的の為に管理されている資金である。

(164,810,476)

みずほ銀行八重洲口支店（普通1） 124,844,479 
みずほ信託銀行本店・金銭信託 39,965,997 

災害対策引
当資産

災害の発生により緊急的な支援が必要な際
の経費の支払目的の為に管理されている資
金である。

(30,000,000)

みずほ銀行八重洲口支店（普通1） 30,000,000 
全国広域観
光振興基金

公益目的保有財産であり、広域観光の振興
に関わる政策提言事業、広報啓発事業、観
光地域づくり基盤・受入体制整備促進事
業、人材育成事業、観光交流活性化事業、
新たな観光アイテム・需要創造事業、観光
情報収集・提供システム整備事業及び調査
研究事業の財源として使用するとともに、
運用益を積み立てている。

(263,276,082)

大和ネクスト銀行・定期預金 50,312,298 
みずほ信託銀行本店・金銭信託 44,212,883 
みずほ銀行八重洲口支店（普通3） 68,750,901 
三井住友信託銀行・金銭信託 100,000,000 

その他固定資産 (82,858,421)
設備造作 公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%)の

用に供している。
本部事務所内装等 7,544,445 

什器備品 公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%)の
用に供している。

事務所設置の備品等 3,480,165 
リース資産 公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%)の

用に供している。
事務所設置の備品等 22,350,254 

電話加入権 公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%)の
用に供している。

電話加入権 131,200 
ソフトウェ
ア

公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%)の
用に供している。

ソフトウェア 15,806,817 
保証金 公益目的事業(86.1%)、管理運営(13.9%)の

用に供している。
(33,545,540)

本部事務所敷金 25,539,324 
支部事務所敷金 8,006,216 

1,741,033,642 
1,922,133,132 

（流動負債）
未払金 委託契約等にかかわる未払金 令和3年度事業費等の未払分である 69,356,186 
未払費用 管理費等の未払費用 令和3年度管理費等の未払分である 2,631,942 
前受収益 事業収入等の前受け分 令和4年度事業収入等の前受け分である 225,400 

事業費

什器・備品のリース債務 公益目的事業、管理運営の用に供している
有形リース資産に係るリース料のうち1年以
内に返済するリース料

5,243,464 

預り金 源泉所得税・住民税 1,197,615 
賞与引当金 夏季賞与分 役職員の夏季賞与に備えたもの 11,519,377 
未払消費税 消費税 4,424,000 

94,597,984 
（固定負債）

役職員に対するもの 公益目的事業、管理運営に従事している役
員の退職慰労金、職員の退職給与の支払い
に備えたもの

164,960,169 

(17,503,371)
日立キャピタルＮＢＬ 公益目的事業、管理運営の用に供している

有形リース資産に係るリース料のうち、1年
超以降に返済するリース料

386,611 

リコーリース 公益目的事業、管理運営の用に供している
有形リース資産に係るリース料のうち、1年
超以降に返済するリース料

17,116,760 

182,463,540 
277,061,524 

1,645,071,608 

流 動 負 債 合 計

長期リース
債務

１年以内返
済予定長期
リース債務

退職給付引
当金

正 味 財 産
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