
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 手元保管 運転資金として 560,978

普通預金 普通預金

三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 運転資金として 405,166,168

みずほ銀行市ヶ谷支店 運転資金として 22,213,039

北洋銀行北七条支店 運転資金として 574,731

ゆうちょ銀行泉向陽台支店 運転資金として 810,368

みずほ銀行方南町支店 運転資金として 400,715

三菱UFJ銀行刈谷支店 運転資金として 30,485,558

三菱UFJ銀行心斎橋支店 運転資金として 3,070,096

西日本ｼﾃｨ銀行箱崎支店 運転資金として 893,268

定期預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 運転資金として 5,930,223

振替貯金 ゆうちょ銀行麹町支店 運転資金として 14,869,517

在庫品 (公社)自動車技術会、(株)若洲 頒布用刊行物 35,644,748

未収入金 環境省他 2020年度受託事業の未回収分等 35,336,306

未収消費税等 国税庁他 10,452,546

商品券 東北支部 学生向けｲﾍﾞﾝﾄ配布用図書ｶｰﾄﾞ残 24,000

前払費用 (株)日本ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ他 2021年4月分賃借料等 10,230,337

仮払金 法人ｶｰﾄﾞ支払 法人ｶｰﾄﾞ誤請求分 176,675

流動資産合計 576,839,273

(固定資産)

　特定資産

役員退職慰労引当資産 定期預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 役員の退職給付に備えるため管理されている預金 4,815,803

退職給付引当資産 定期預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店他 職員の退職給付に備えるため管理されている預金 214,395,764

固定資産減価償却積立資産 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部他 造作等の取替に備えるため管理されている預金 35,000,000

国際会議開催積立資産 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部他 国際会議の開催に備えるため管理されている預金 19,360,000

自動車技術会賞積立資産 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部他 研究の奨励および研究業績の表彰事業のため管理されている預金 31,500,000

技術者育成事業積立資産 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部 技術者育成事業のため管理されている預金 20,000,000

学生・ﾕｰｽ活動助成積立資産 定期預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 学生および若手技術者の国際会議派遣のため管理されている預金 11,197,000

全日本学生ﾌｫｰﾐｭﾗ積立資産 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部他 全日本学生ﾌｫｰﾐｭﾗ大会運営のため管理されている預金 70,050,000

技術体験推進活動積立資産 定期預金 みずほ銀行市ヶ谷支店他
小学生向け自動車技術に関するものづくり体験ｲﾍﾞﾝﾄ運営のため管理されてい
る預金

47,000,000

情報ｻｰﾋﾞｽ積立資産 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部 Web・文献ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等の構築・改修に備えるため管理されている預金 33,000,000

規格事業積立資産 定期預金 三井住友信託銀行本店営業部
規格作成事業における、新規規格票作成、既存規格票改定に備えるため管理さ
れている預金

33,400,000

研究調査事業積立資産 定期預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店他
技術会議、共同研究ｾﾝﾀｰ参加委員会による研究調査事業のため管理されている
預金

32,000,000

支部活動積立資産 定期預金 三菱UFJ銀行市ヶ谷支店 6支部の活動を支援するため管理されている預金 13,006,000

出版資金積立資産 定期預金 みずほ銀行市ヶ谷支店他 新規刊行物の発刊、既存刊行物増刷に備えるため管理されている預金 69,020,000

別途積立資産 定期預金 みずほ銀行市ヶ谷支店他 主に職員の退職給付功労金に備えるため管理されている預金 57,870,000

　その他
　固定資産

造          作 東京都千代田区五番町10-2 他 会議室･執務ｽﾍﾟｰｽの造作及び造作除去費用 42,996,497

減価償却累計額 △ 34,222,175

什  器  備  品 東京都千代田区五番町10-2 他 業務に必要なOA機器等 16,365,923

減価償却累計額 △ 13,218,163

学生ﾌｫｰﾐｭﾗ計測機器 東京都千代田区五番町10-2 学生ﾌｫｰﾐｭﾗ大会参加ﾁｰﾑの走行管理の為の機器
公益目的保有財産として学生ﾌｫｰﾐｭﾗ事業に使用している
（期末帳簿価額384,193円)

2,320,000

減価償却累計額 △ 1,935,807

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｼｽﾃﾑ 東京都千代田区五番町10-2 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの収集及び管理の為のｼｽﾃﾑ
公益目的保有財産として公益目的事業における源泉徴収事務に使用している
（期末帳簿価額12,084円)

12,084
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　　額

中部支部ｲﾍﾞﾝﾄ受付ｼｽﾃﾑ 東京都千代田区五番町10-2 中部支部におけるｲﾍﾞﾝﾄ参加情報管理の為のｼｽﾃﾑ
使用割合により下記の通り按分している
88％は公益目的保有財産として公益目的事業に属するｲﾍﾞﾝﾄの参加情報管理の
為に使用している
（期末帳簿価格21,267円)
12％は公益目的事業に必要な収益事業等に属するｲﾍﾞﾝﾄの参加情報管理の為に
使用している
（期末帳簿価格2,900円)

24,167

抄録誌編集支援ｼｽﾃﾑ 東京都千代田区五番町10-2 抄録作成管理の為のｼｽﾃﾑ
公益目的保有財産として抄録編集事業に使用している
（期末帳簿価額50,000円)

50,000

学生ﾌｫｰﾐｭﾗ表彰・集計ｼｽﾃﾑ 東京都千代田区五番町10-2 学生ﾌｫｰﾐｭﾗ大会参加ﾁｰﾑの得点管理の為のｼｽﾃﾑ
公益目的保有財産として学生ﾌｫｰﾐｭﾗ事業に使用している
（期末帳簿価額958,334円)

958,334

学生ﾌｫｰﾐｭﾗ計測ｼｽﾃﾑ 東京都千代田区五番町10-2 学生ﾌｫｰﾐｭﾗ大会参加ﾁｰﾑの走行管理の為のｼｽﾃﾑ
公益目的保有財産として学生ﾌｫｰﾐｭﾗ事業に使用している
（期末帳簿価額538,334円)

538,334

JASO英語版閲覧ｼｽﾃﾑ 東京都千代田区五番町10-2 JASO規格英語版の閲覧の為のｼｽﾃﾑ
公益目的保有財産として規格事業に使用している
（期末帳簿価額289,000円)

289,000

SQL Server 東京都千代田区五番町10-2 請求書発行のためのｼｽﾃﾑ
使用割合により下記の通り按分している
88％は公益目的保有財産として公益目的事業に属するｲﾍﾞﾝﾄ等の請求書発行の
為に使用している
（期末帳簿価格473,851円)
12％は公益目的事業に必要な収益事業等に属するｲﾍﾞﾝﾄ等の請求書発行の為に
使用している
（期末帳簿価格64,616円)

538,467

文献・情報検索ｼｽﾃﾑ 東京都千代田区五番町10-2 文献等の検索、閲覧、販売の為のｼｽﾃﾑ
公益目的保有財産として公益目的事業における文献等の検索、閲覧、販売の為
に使用している
（期末帳簿価額22,390,746円)

22,390,746

申請書類承認ｼｽﾃﾑ 東京都千代田区五番町10-2 事務局内部の申請書類の承認の為のｼｽﾃﾑ
使用割合により下記の通り按分している
88％は公益目的保有財産として公益目的事業に属する申請書類の承認の為に使
用している
（期末帳簿価格1,198,487円)
7％は公益目的事業に必要な収益事業等に属する申請書類の承認の為に使用し
ている
（期末帳簿価格95,334円)
5％は公益目的事業に必要な法人管理活動に属する申請書類の承認の為に使用
している
（期末帳簿価格68,096円)

1,361,917

差 入 保 証 金 日本ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 五番町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ4階及び5階保証金
使用割合により下記の通り按分している
88％は公益目的保有財産として公益目的事業に使用している
（期末帳簿価格27,213,120円)
7％は公益目的事業に必要な収益事業等の用に供する財産として収益事業等に
使用している
（期末帳簿価格2,164,680円)
5％は公益目的事業に必要な法人管理活動の用に供する財産として管理業務に
使用している
（期末帳簿価格1,546,200円)

30,924,000

日本ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 五番町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ2階会議室保証金 6,188,248

ｱｲｼﾝ開発 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｽｸｴｱ刈谷保証金 3,762,949

固定資産合計 770,959,088

　　資産合計 1,347,798,361

(流動負債)

未    払    金 ﾄﾖﾀﾃｸﾆｶﾙﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ(株)他 会誌英訳代等 11,879,105

未 払 法 人 税 等 国税庁他 141,000

前    受    金 学生ﾌｫｰﾐｭﾗ大会参加校他 2021年9月開催 学生ﾌｫｰﾐｭﾗ大会へのｴﾝﾄﾘｰ金等 27,339,813

預    り    金 国税庁他 講演会講師および職員源泉所得税等 7,042,388

賞 与 引 当 金 職員に対するもの 職員に対する賞与の支払に備えたもの 41,543,000

流動負債合計 87,945,306

(固定負債)

役員退職慰労引当金 役員に対するもの 役員に対する退職金の支払いに備えたもの 4,815,803

退職給付引当金 職員に対するもの 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 214,395,764

資産除去債務 会議室･執務ｽﾍﾟｰｽ造作の除去見積額 14,245,647

固定負債合計 233,457,214

　　負債合計 321,402,520

　　正味財産 1,026,395,841



財務諸表に対する注記 

 

１．重要な会計方針 

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法 

在庫品の評価基準は原価法、評価方法は総平均法によっている。 

(2)固定資産の減価償却の方法 

定率法によっている。 

(3)引当金の計上基準 

① 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、規則に基づく期末要支給額を計上している。 

② 退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められ

る額を計上している。 

③ 賞与引当金 

    職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。 

(4)消費税等の会計処理 

税抜き方式によっている。 

 

２．特定資産の増減額及びその残高 

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 

 

(単位：円)
科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

特定資産
役員退職慰労引当資産 3,164,671 1,651,132 0 4,815,803
退職給付引当資産 218,826,378 16,819,200 21,249,814 214,395,764
固定資産減価償却積立資産 35,000,000 0 0 35,000,000
国際会議開催積立資産 19,360,000 0 0 19,360,000
自動車技術会賞積立資産 31,500,000 0 0 31,500,000
技術者育成事業積立資産 20,000,000 0 0 20,000,000
学生・ユース活動助成積立資産 11,197,000 0 0 11,197,000
全日本学生フォーミュラ積立資産 70,050,000 0 0 70,050,000
技術体験推進活動積立資産 47,000,000 0 0 47,000,000
情報サービス積立資産 33,000,000 0 0 33,000,000
規格事業積立資産 33,400,000 0 0 33,400,000
研究調査事業積立資産 32,000,000 0 0 32,000,000
支部活動積立資産 13,006,000 0 0 13,006,000
出版資金積立資産 69,020,000 0 0 69,020,000
別途積立資産 57,870,000 894,226 894,226 57,870,000
合計 694,394,049 19,364,558 22,144,040 691,614,567



３．特定資産の財源等の内訳 

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 

 

 

４．退職給付関係 

（1） 採用している退職給付制度の概要 

役職員の確定給付型の制度として退職一時金制度を設けているほか、確定拠出年金制度を併用している。 

退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計上している。 

 

（2）簡便法を適用した確定給付制度 

① 簡便法を適用した制度の退職給付引当金及び役員退職慰労引当金の期首残高と期末残高の調整表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び退職給付引当金及び役員退職慰労引当金の調整表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 退職給付に関連する損益 

 

 

 

 

（3）確定拠出年金制度への要拠出額は、6,640,000 円であった。 

(単位：円)

期首における退職給付引当金及び役員退職慰労引当金 221,991,049

退職給付費用 18,470,332

退職給付の支払額 △ 21,249,814

期末における退職給付引当金及び役員退職慰労引当金 219,211,567

(単位：円)

積立型制度の退職給付債務 219,211,567

貸借対照表に計上された退職給付引当金及び役員退職慰労

引当金と資産の純額
219,211,567

退職給付引当金及び役員退職慰労引当金 219,211,567

貸借対照表に計上された退職給付引当金及び役員退職慰労

引当金と資産の純額
219,211,567

(単位：円)

簡便法で計算した退職給付費用 18,470,332

(単位：円)

科目 当期末残高
(うち指定正味

財産からの充当額)

(うち一般正味

財産からの充当額)

（うち負債に

対応する額）

特定資産
役員退職慰労引当資産 4,815,803 - - (4,815,803)
退職給付引当資産 214,395,764 - - (214,395,764)
固定資産減価償却積立資産 35,000,000 - (35,000,000) -
国際会議開催積立資産 19,360,000 - (19,360,000) -
自動車技術会賞積立資産 31,500,000 - (31,500,000) -
技術者育成事業積立資産 20,000,000 - (20,000,000) -
学生・ユース活動助成積立資産 11,197,000 - (11,197,000) -
全日本学生フォーミュラ積立資産 70,050,000 - (70,050,000) -
技術体験推進活動積立資産 47,000,000 - (47,000,000) -
情報サービス積立資産 33,000,000 - (33,000,000) -
規格事業積立資産 33,400,000 - (33,400,000) -
研究調査事業積立資産 32,000,000 - (32,000,000) -
支部活動積立資産 13,006,000 - (13,006,000) -
出版資金積立資産 69,020,000 - (69,020,000) -
別途積立資産 57,870,000 - (57,870,000) -
合計 691,614,567 - (472,403,000) (219,211,567)



附属明細書 

 

１．特定資産の明細 

特定資産については、『財務諸表に対する注記』第２項に記載している。 

 

２．引当金の明細 

          （単位：円） 

 

科目 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

目的使用 その他

賞与引当金 41,372,000 41,543,000 41,372,000 0 41,543,000

役員退職慰労引当金 3,164,671 1,651,132 0 0 4,815,803

退職給付引当金 218,826,378 16,819,200 21,249,814 0 214,395,764
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