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場所・物量等 金額

(資産の部）

現金 手元保管 運転資金として 3,130,296
普通預金 みずほ銀行：九段支店 理事口 48,106,575
普通預金 みずほ銀行：九段支店 事務局口 3,583,171
普通預金 りそな銀行：九段支店 467,582
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行：神保町支店 3,640,424
普通預金 八十二銀行：新宿支店 146,428
普通預金 三井住友信託銀行：新宿支店 144,210
普通預金 三菱ＵＦＪ信託銀行：新宿支店 144,167
普通預金 三菱ＵＦＪ信託銀行：新宿支店 126,125
普通預金 三井住友信託銀行：芝営業部 320,334
振替貯金 ゆうちょ銀行 15,806,083
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UFJ銀行：神保町支店 北海道支部　 598,372
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　東北支部 1,524,549
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　北陸信越支部 1,341,465
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　東海支部 2,125,872
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　関西支部 2,143,695
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　中国四国支部 2,215,024
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　九州支部 332,167
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店 生産自動化専門委員会 0
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店 超精密位置決め専門委員会 1,394,676
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店 切削加工専門委員会 3,681,453
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 1,416,682
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　難削材加工専門委員会 2,681,154
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　画像応用技術専門委員会 18,801,226
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 679,635
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　生産･経営知識学専門委員会 60,195
普通預金 三菱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 985,197
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 508,640
普通預金 みずほ銀行：九段支店　生産原論専門委員会 6,367
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 2,664,210
普通預金 みずほ銀行：九段支店　医療福祉工学専門委員会 36,242
普通預金 三菱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 3,032,282
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 285,871
普通預金 みずほ銀行：九段支店　MEMS商業化技術専門委員会 127,835
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　ﾒｶﾉﾌｫﾄﾆｸｽ専門委員会 772,238
普通預金 三菱UFJ銀行：神保町支店　ﾅﾉ精度機械加工専門委員会 323,204
普通預金 三菱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 955,356
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 37,499
普通預金 みずほ銀行：九段支店　知的ﾅﾉ計測専門委員会 1,336,501
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 478,267
普通預金 三菱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 1,825,872
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 2,220,359

＜現金・預金計＞ 135,707,500
有価証券 野村證券 虎の門支店 0

＜有価証券計＞ 0
受取手形 理工企画 1,168,992
未収金 2018年度会費、会誌掲載料、他 3,360,204
前払金 事務所2月分賃借料、次年度春大会費用、ASPEN2019、ICPE2020、他 4,125,655
立替金 総合生産システム専門委員会委員会費用 54,000
仮払金 0

＜その他流動資産計＞ 8,708,851
流動資産合計 144,416,351
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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 10,023,418

＜特定引当資産計＞ 10,023,418
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 0

＜会員DBｼｽﾃﾑ更改用積立資産計＞ 0
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 0

＜ｵﾌｨｽＰＣ更改用積立資産計＞ 0
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 1,500,000

＜ｵﾌｨｽ環境整備積立資産計＞ 1,500,000
特定資産取得資金計 1,500,000

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 2,501,970

定期預金：三菱UFJ　神保町支店 10,000,000
＜第6回ASPEN国際会議積立資産計＞ 12,501,970

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 1,000,000
＜中国四国支部70周年記念事業積立資産計＞ 1,000,000

特定費用準備資金計 49,001,970
資金平準化積立資産 普通預金：みずほ銀行　九段支店 1,500,000

＜資金平準化積立資産計＞ 1,500,000
特別事業費積立資産 普通預金：みずほ銀行　九段支店 500,000

＜特別事業費積立資産計＞ 500,000
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 500,000

＜事務近代化積立資産計＞ 500,000
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 2,500,000
東北支部 5,397,733
北陸･信越支部 2,438,217
東海支部 3,700,000
関西支部 7,900,000
中国・四国支部 2,000,000
九州支部 3,590,000

＜支部活動費積立資産計＞ 27,525,950
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 800,000
生産経営知識学専門委員会 600,000
ﾏｲｸﾛ/ﾅﾉｼｽﾃﾑ専門委員会 300,000
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 850,000
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 0
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＞ 23,150,000
その他積立固定資産計 53,875,950

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 28,078,165

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 △ 13,747,360
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 23,936,585
固定資産合計 172,767,923

317,184,274

（負債の部）

  未払金 1月期費用（三美印刷、他） 4,088,978
  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 60,095,827
  預り金 源泉所得税(給与・謝金)、住民税、社会保険料、他 909,817
  仮受金 会員年会費重複入金、他 146,352

流動負債計 65,240,974
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 10,023,418
固定負債計 10,023,418
負債合計（B） 75,264,392

241,919,882
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公益目的保有財産であり、運用益を公益
目的事業業容の財源として使用している

退職給付引当金資産として管理してい
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別途積立資産
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