
（単位　円）
金額

（流動資産）

現金預金

地区・ブロック協議会の運転資金として。 29,143

手元保管 本会事業管理・運営の運転資金として。 20,000

三井住友銀行麹町支店（決済性） 53口座 本会事業管理・運営の運転資金として。 332,425,794

三井住友銀行麹町支店 2口座 本会事業管理・運営の運転資金として。 300,000

三井住友銀行麹町支店（決済性） 青年会議所会館管理・運営の運転資金として。 56,583,422

三井住友銀行麹町支店（決済性） 附帯収益管理・運営の運転資金として。 96,364,736

三井住友銀行麹町支店（決済性） 機関・広報誌の紙製作または情報発信の管理・運営の運転資金として。 115,621,265
西尾信用金庫中央支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 35,312,441
三井住友銀行守口支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 13,647,553
北洋銀行札幌市役所支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 11,429,208
福岡銀行大橋支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 10,958,202
滋賀中央信用金庫彦根営業部 地区・ブロック協議会の運転資金として。 7,365,002
永和信用金庫梅田支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 7,078,058
埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 6,667,106
百十四銀行内海支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 6,647,285
姫路信用金庫東支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 6,354,338
三菱UFJ銀行弥富支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 6,337,150
高山信用金庫古川支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 5,660,892
しずおか焼津信用金庫焼津西支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 5,402,335
多摩信用金庫吉祥寺支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 5,241,030
福岡銀行久留米営業部 地区・ブロック協議会の運転資金として。 4,893,839
広島銀行尾道支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 4,763,086
常陽銀行下妻支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 4,489,904
伊予銀行松山駅前支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 3,898,467
南都銀行神宮前支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 3,668,152
千葉信用金庫大和田支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 3,587,023
多摩信用金庫高幡不動支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 3,496,372
熊本銀行山鹿支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 3,180,059
七十七銀行一番町支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 3,131,610
山口銀行床波支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 3,046,366
七十七銀行一番町支店 地区・ブロック協議会の運転資金として。 3,023,816
その他35口座 地区・ブロック協議会の運転資金として。 56,201,639

未収金 本会事業管理・運営における未収額。 28,684,746

青年会議所会館管理・運営における未収額。 259,660

附帯収益管理・運営における未収額。 29,690,238

地区ブロック協議会における未収額。 3,000,000

前払金 本会事業管理・運営における前払額。 3,617,660

青年会議所会館管理・運営における前払額。 5,500

地区ブロック協議会における前払額。 48,180

商品 附帯収益管理・運営における物販品の在庫。 1,714,201

東京都大田区平和島2-1-1

貯蔵品 本会事業管理・運営における郵便切手類の未使用分。 3,672

地区ブロック協議会における切手・収入印紙の未使用分。 4,390

893,853,540

（固定資産）

特定資産 土地 東京都千代田区平河町2丁目17番地4　他5筆 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業、相 511,858,836

716.59平方メートル 互扶助等事業、管理運営の用に供している。

建物 東京都千代田区平河町2丁目17番地4 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業、相 145,986,262

2077.67平方メートル 互扶助等事業、管理運営の用に供している。

鉄筋コンクリート5階建て

建物附属設備 東京都千代田区平河町2丁目17番地4 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業、相 5,312,570

空調・給排水設備等48件 互扶助等事業、管理運営の用に供している。

退職給付引当預金 普通預金

三井住友銀行麹町支店（決済性） 本会事業管理・運営において正職員6名に対する退職給付 35,656,400

金の支払いに備えた積立資産。

SMILE by WATER 普通預金

事業資金積立預金 三井住友銀行麹町支店（決済性） 本会事業管理・運営においてSMILE by WATER事業で受け入 12,504,973

た寄付額が管理されている預金。

その他の 構築物 東京都千代田区平河町2丁目17番地4 青年会議所会館管理・運営において管理運営の用に供して 99,011

固定資産 立看板等3件 いる。

什器備品 本会事業管理・運営において管理運営の用に供している。 522,119

青年会議所会館管理・運営において管理運営の用に供して 1,874,795

いる。

地区・ブロック協議会において管理運営の用に供している。 517,442マイクシステム他9件

ＬＡＮ設備等47件

サーバ、ＰＣ等11件

和光物流センター内在庫　書籍他

公益社団法人日本青年会議所

2021年12月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

　流動資産合計

小口現金

地区・ブロック協議会での手元保管

預金（普通預金）

財産目録

現金



ソフトウエア 本会事業管理・運営において管理運営の用に供している。 9,523,578

附帯収益管理・運営において管理運営の用に供している。 521,509

機関・広報誌の紙製作または情報発信の管理・管理におい 1,300,563

て管理運営の用に供している。

地区・ブロック協議会において管理運営の用に供している。 2,127,085

商標権 本会事業管理・運営において管理運営の用に供している。 391,905

リース資産 地区・ブロック協議会を除く全事業における管理運営の用 2,540,160

に供している。

電話加入権 地区・ブロック協議会を除く全事業における管理運営の用 22

に供している。

JCI関係調整 普通預金

引当預金 三井住友銀行麹町支店（決済性） 本会事業管理・運営における公益目的事業での為替差損益 26,436,202

発生に備えた積立資産。

JCI事業引当預金 普通預金

三井住友銀行麹町支店（決済性） 本会事業管理・運営における相互扶助等事業での使用に備 76,016,638

えた積立資産。

財政基盤安定資金 普通預金

積立預金 三井住友銀行麹町支店（決済性） 本会事業管理・運営における公益目的事業及び相互扶助等 39,321,595

事業での使用に備えた積立資産。

減価償却引当預金 普通預金

三井住友銀行麹町支店（決済性） 本会事業管理・運営における什器備品等資産の再取得（買 36,912,490

換）に備えた積立資産。

三井住友銀行麹町支店（決済性） 青年会議所会館管理・運営における什器備品等資産の再取 421,539,863

得（買換）に備えた積立資産。

三井住友銀行麹町支店（決済性） 附帯収益管理・運営におけるソフトウエアの再取得（買換 2,928,591

）に備えた積立資産。

三井住友銀行麹町支店（決済性） 附帯収益管理・運営におけるソフトウエアの再取得（買換 144,507

機関・広報誌の紙製作または情報発信におけるソフトウエ

修繕引当預金 普通預金 アの再取得（買換）に備えた積立資産。

三井住友銀行麹町支店（決済性） 青年会議所会館管理・運営での建物等修繕に備えた積立資 93,435,230

産。

災害対策預金 普通預金

三井住友銀行麹町支店（決済性） 災害対策活動資金管理・運営における災害対策に備えた積 23,160,148

立資産。

周年事業積立預金 普通預金

りそな銀行河辺支店 地区・ブロック協議会において周年事業に備えた積立資産。 200,000

1,450,832,494

2,344,686,034

（流動負債）

未払金 本会事業管理・運営における未払額。 7,765,974

青年会議所会館管理・運営における未払額。 8,557,119

附帯収益管理・運営における未払額。 29,240,912

機関・広報誌の紙製作または情報発信の管理・運営における未払額。 10,031,615

地区・ブロック協議会における未払額。 41,545

預り金 本会事業管理・運営における預り額。 2,126,100

青年会議所会館管理・運営における預り額。 18,600

地区・ブロック協議会における預り額。 220

前受金 本会事業管理・運営における前受額。 1,508,000

青年会議所会館管理・運営における前受額。 1,721,060

機関・広報誌の紙製作または情報発信の管理・運営における前受額。 825,000

リース債務 地区・ブロック協議会を除く全事業における管理運営の用 1,270,080

に供している。

63,106,225

（固定負債）

退職給付引当金 本会事業管理・運営において正職員6名に対する退職給付 35,656,400

金の支払いに備えたもの。

リース債務 地区・ブロック協議会を除く全事業における管理運営の用 1,270,080

に供している。

敷金 青年会議所会館管理・運営におけるテナントからの敷金。 1,572,600

38,499,080

101,605,305

2,243,080,729

Ｗｅｂシステム4件

Ｗｅｂシステム16件

　固定資産合計

公益社団法人東京青年会議所

　資産合計

　正味財産合計

　流動負債計

　固定負債計

　負債合計

職員に対するもの

会員管理システム、キャノンカラー複合機

会員管理システム、キャノンカラー複合機

情報共有アプリ開発他4件

Ｗｅｂシステム1件

会員管理システム、キャノンカラー複合機

22回線


