
2017年度（平成29年度）財産目録

2018年1月31日現在　（単位：円）

場所・物量等 金額

(資産の部）

現金 手元保管 運転資金として 2,535,211
普通預金 みずほ銀行：九段支店 理事口 44,967,672
普通預金 みずほ銀行：九段支店 事務局口 2,202,800
普通預金 りそな銀行：九段支店 246,638
普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行：神保町支店 1,052,969
普通預金 八十二銀行：新宿支店 145,860
普通預金 三井住友信託銀行：新宿支店 143,426
普通預金 三菱ＵＦＪ信託銀行：新宿支店 143,383
普通預金 三菱ＵＦＪ信託銀行：新宿支店 125,341
普通預金 三井住友信託銀行：芝営業部 319,587
振替貯金 ゆうちょ銀行 11,299,595
定期預金 みずほ銀行：九段支店 500,000
定期預金 三井住友信託銀行：芝営業部 5,000,000
普通預金 三菱東京UFJ銀行：神保町支店 北海道支部　 220,358
普通預金 三菱東京UFJ銀行：神保町支店　東北支部 1,647,030
普通預金 三菱東京UFJ銀行：神保町支店　北陸信越支部 1,838,870
普通預金 三菱東京UFJ銀行：神保町支店　東海支部 2,392,386
普通預金 三菱東京UFJ銀行：神保町支店　関西支部 2,434,118
普通預金 三菱東京UFJ銀行：神保町支店　中国四国支部 1,907,546
普通預金 三菱東京UFJ銀行：神保町支店　九州支部 207,734
普通預金 三菱東京UFJ銀行：神保町支店 生産自動化専門委員会 1,943,291
普通預金 三菱東京UFJ銀行：神保町支店 超精密位置決め専門委員会 1,331,617
普通預金 三菱東京UFJ銀行：神保町支店 切削加工専門委員会 2,003,667
普通預金 みずほ銀行：九段支店 総合生産ｼｽﾃﾑ専門委員会 729,205
普通預金 三菱東京ＵＦJ銀行：神保町支店　難削材加工専門委員会 1,698,997
普通預金 三菱東京ＵＦJ銀行：神保町支店　画像応用技術専門委員会 18,795,789
普通預金 みずほ銀行：九段支店　超砥粒ﾎｲｰﾙの研削性能に関する研究専門委員会 1,451,328
普通預金 三菱東京ＵＦJ銀行：神保町支店　生産･経営知識学専門委員会 683,221
普通預金 三菱東京ＵＦJ銀行：神保町支店　成形ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ歯車研究専門委員会 1,652,020
普通預金 みずほ銀行：九段支店　ﾏｲｸﾛ/ﾅﾉｼｽﾃﾑ研究専門委員会 447,638
普通預金 みずほ銀行：九段支店　生産原論専門委員会 5,549
普通預金 みずほ銀行：九段支店　超精密位置決め専門委員会 2,673,637
普通預金 みずほ銀行：九段支店　医療福祉工学専門委員会 36,566
普通預金 三菱東京ＵＦJ銀行：神保町支店　ﾌﾟﾗﾅﾘｾﾞｰｼｮﾝCMPとその応用技術専門委員会 2,199,643
普通預金 みずほ銀行：九段支店　ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ専門委員会 229,864
普通預金 みずほ銀行：九段支店　MEMS商業化技術専門委員会 128,159
普通預金 三菱東京ＵＦJ銀行：神保町支店　ﾒｶﾉﾌｫﾄﾆｸｽ専門委員会 988,117
普通預金 三菱東京ＵＦJ銀行：神保町支店　ﾅﾉ精度機械加工専門委員会 1,101,538
普通預金 三菱東京ＵＦJ銀行：神保町支店　現物融合型ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ専門委員会 1,325,402
普通預金 みずほ銀行：九段支店　ﾏｲｸﾛ生産機械ｼｽﾃﾑ専門委員会 99,687
普通預金 みずほ銀行：九段支店　知的ﾅﾉ計測専門委員会 1,644,135
普通預金 みずほ銀行：九段支店　微細加工と表面機能専門委員会 395,027
普通預金 三菱東京ＵＦJ銀行：神保町支店　大規模環境の三次元計測と認識ﾓﾃﾞﾙ化技術専門委員会 2,232,620
普通預金 みずほ銀行：九段支店　次世代ｾﾝｻ･ｱｸﾁｭｴｰﾀ専門委員会 1,255,954

＜現金・預金計＞ 124,383,195
有価証券 野村證券 虎の門支店 10,679,735

＜有価証券計＞ 10,679,735
受取手形 理工企画 1,474,848
未収金 2017年度会費、会誌掲載料、他 4,129,059
前払金 事務所2月分賃借料、次年度春大会費用、ICPE2018、他 6,935,320
立替金 切削加工専門委員会事務用品費 753
仮払金 0

＜その他流動資産計＞ 12,539,980
流動資産合計 147,602,910

貸借対照表科目 使用目的等
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産
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場所・物量等 金額貸借対照表科目 使用目的等

基本金資産 定期預金：三井住友信託銀行 芝営業部 4,430,000
定期預金：三菱ＵＦＪ信託銀行 新宿支店 10,000,000
定期預金：三菱ＵＦＪ信託銀行 新宿支店 10,000,000
定期預金：三井住友信託銀行 新宿支店 10,000,000

＜基本財産計＞ 34,430,000
退職給付引当資産 普通預金：みずほ銀行 九段支店 8,992,532

＜特定引当資産計＞ 8,992,532
会員ＤＢｼｽﾃﾑ更改用積立資産 普通預金：みずほ銀行 九段支店 13,250,000

＜会員DBｼｽﾃﾑ更改用積立資産計＞ 13,250,000
ｵﾌｨｽＰＣ更改用積立資産 普通預金：みずほ銀行 九段支店 2,000,000

＜ｵﾌｨｽＰＣ更改用積立資産計＞ 2,000,000
ｵﾌｨｽ環境整備積立資産 普通預金：みずほ銀行 九段支店 1,000,000

＜ｵﾌｨｽ環境整備積立資産計＞ 1,000,000
特定資産取得資金計 16,250,000

精密工学会85周年記念事業積立資産 普通預金：みずほ銀行 九段支店 15,500,000
定期預金：みずほ銀行　九段支店 10,000,000
定期預金：八十二銀行　新宿支店 10,000,000

＜精密工学会85周年記念事業積立資産計＞ 35,500,000
第6回ASPEN国際会議積立資産 普通預金：みずほ銀行　九段支店 2,251,970

定期預金：東京三菱UFJ　神保町支店 10,000,000
＜第6回ASPEN国際会議積立資産計＞ 12,251,970

中国四国支部70周年記念事業積立資 普通預金：みずほ銀行　九段支店 支部口 750,000
＜中国四国支部70周年記念事業積立資産計＞ 750,000

特定費用準備資金計 48,501,970
資金平準化積立資産 普通預金：みずほ銀行　九段支店 1,000,000

＜資金平準化積立資産計＞ 1,000,000
特別事業費積立資産 普通預金：みずほ銀行　九段支店 0

＜特別事業費積立資産計＞ 0
事務研修費積立資産 普通預金：みずほ銀行　九段支店 700,000

＜事務研修費積立資産計＞ 700,000
事務近代化積立資産 普通預金：みずほ銀行　九段支店 0

＜事務近代化積立資産計＞ 0
支部活動費積立資産 普通預金：みずほ銀行 九段支店 支部口

北海道支部 2,000,000
東北支部 5,397,733
北陸･信越支部 1,888,217
東海支部 3,700,000
関西支部 7,900,000
中国・四国支部 2,250,000
九州支部 4,090,000

＜支部活動費積立資産計＞ 27,225,950
専門委員会等活動費積立資産 普通預金：みずほ銀行 九段支店 専門委員会口

生産自動化専門委員会 0
超精密加工専門委員会 6,500,000
切削加工専門委員会 3,500,000
総合生産システム専門委員会 800,000
難削材加工専門委員会 6,500,000
超砥粒ﾎｲｰﾙの研削性能に関する研究専門委員会 0
ﾏｲｸﾛ/ﾅﾉｼｽﾃﾑ専門委員会 450,000
超精密位置決め専門委員会 1,000,000
プラナリゼーションCMP専門委員会 890,000
ライフサイクルエンジニアリング専門委員会 1,000,000
ナノ精度機械加工専門委員会 1,500,000
知的ナノ計測専門委員会 1,300,000

＜専門委員会等活動費積立資産計＞ 23,440,000
その他積立固定資産計 52,365,950

建物付帯設備 ﾛｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ一式 1,156,500
什器備品 ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞ書庫一式、会員管理ｼｽﾃﾑ、会員管理ｻｰﾊﾞ、ｵﾌｨｽPC、ｻｰﾌｪｽ 12,668,617

マイナンバー対応パーテーション一式、冷蔵庫、メディアシュレッダー

減価償却累計額 上記建物付帯設備及び什器備品に対する償却累計額 △ 13,453,464
電話加入権 03-5226-5191 79,880
敷金 清水不動産（誠和ビル） 8,369,400
敷金 横山　勝男（朝日九段マンション） 0

その他固定資産計 8,820,933
固定資産合計 169,361,385

316,964,295

（負債の部）

     未払金 1月期費用（三美印刷、他） 5,052,089
     前受金 次年度会員年会費・専門委員会費、春季大会講演費、講習会参加費、他 57,105,200
     預り金 源泉所得税(給与・謝金)、住民税、社会保険料、他 750,649
     仮受金 会員年会費重複入金、他 261,500
流動負債計 63,169,438
退職給付引当金 職員5名に対する退職金の支払いに備えたもの 8,992,532
固定負債計 8,992,532
負債合計（B） 72,161,970

244,802,325
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