
（単位：円）
使用目的等 ⾦　　額

（流動資産）
現⾦ 手許保管 公益⽬的事業と法⼈管理運営の運転資⾦として 708,405

　本部 (127,358)

　北海道⽀部 (109,398)

　東北⽀部 (132,943)

(54,690)

(24,662)

(59,880)

(8,790)

(148,955)

(41,729)

預⾦ 公益⽬的事業と法⼈管理運営の運転資⾦として 143,863,940

　京都銀⾏本店3990333 (7,339,538)
　ゆうちょ銀⾏⼀〇九店35490761 (21,325,370)
　三菱東京UFJ銀⾏京都中央⽀店2594132 (9,754,173)
　みずほ銀⾏京都⽀店8020581 (4,395,058)
　三菱東京UFJ銀⾏京都⽀店5366728 (3,852,044)
　三井住友銀⾏京都⽀店8818726 (26,489,971)
　三井住友銀⾏京都⽀店7997147 (9,767,855)
　ゆうちょ銀⾏五⼀⼋⽀店5971139 (22,018)
　みずほ銀⾏京都⽀店1388522 (北海道) (1,763,472)

　七⼗七銀⾏病院前⽀店5264359 (東北) (913,439)

　三井住友銀⾏京都⽀店9176888 (東北) (3,811,416)

(関東) (13,020,195)

(関東) (1,027,437)

(関東) (79)

(関東) (308)

(関東) (40,005)

(関東) (248,490)

(関東) (9,290)

(関東) (53,000)

(関東) (192,901)

(関東) (317,163)

(東京) (13,305,700)

(中部) (33,549)

(中部) (5,320,985)

(中部) (779,787)

(近畿) (6,215,142)

(近畿) (406,981)

(近畿) (31,573)

(近畿) (2,801,697)

(中四国) (2,965,544)

(九州) (633,854)

(九州) (7,025,906)

公益⽬的事業と法⼈管理運営の運転資⾦として 57,303,333
　京都銀⾏本店155568 (2,144,727)
　ゆうちょ銀⾏⼀〇九店22286 (9,208,414)
　ゆうちょ銀⾏⼀〇九店23167 (20,954,504)
　ゆうちょ銀⾏⼀〇九店47803 (2,935,257)
　ゆうちょ銀⾏⼀〇九店16961 (19,516,919)
　ゆうちょ銀⾏⼀〇九店54100 (2,543,512)

未収⼊⾦ 各種会費、広告掲載料及び書籍販売の未納分で公益
⽬的事業と法⼈管理運営の運転資⾦として

26,119,692

流動資産合計 227,995,370

財　産　目　録
平成29年2月28日現在

貸借対照表科目

普通預⾦

当座預⾦

各種会員、広告掲載企業、出版物購
入者

　みずほ銀⾏京都⽀店1388425
　みずほ銀⾏京都⽀店1388433

　九州支部
　中国四国支部

　三菱東京ＵＦＪ銀⾏京都⽀店3527071

　三菱東京ＵＦＪ銀⾏京都⽀店3527000

　三菱東京ＵＦＪ銀⾏京都⽀店33527055

　三菱東京ＵＦＪ銀⾏京都⽀店3527068

　三菱東京ＵＦＪ銀⾏京都⽀店2555751

　北陸銀⾏⼩⽴野⽀店5095220
　三菱東京ＵＦＪ銀⾏京都⽀店3527084

　三菱東京ＵＦＪ銀⾏京都⽀店3527115

　三菱東京UFJ銀⾏京都⽀店3557279

　みずほ銀⾏京都⽀店1388441

場所･物量等

　ゆうちょ銀⾏七⼋⼋店22746761
　三菱東京ＵＦＪ銀⾏京都⽀店3527039

　近畿支部
　中部支部
　東京支部

　みずほ銀⾏京都⽀店1388468
　みずほ銀⾏京都⽀店1388476
　みずほ銀⾏京都⽀店1388484
　みずほ銀⾏京都⽀店1388492
　みずほ銀⾏京都⽀店1388506

　関東支部

　みずほ銀⾏京都⽀店1388409
　みずほ銀⾏京都⽀店1388417



（固定資産）
基本財産 投資有価証券 公益⽬的保有財産であり、運⽤益を公益⽬的事(1)〜

(5)業の財源としている。
20,000,000

特定資産 285,389,000
研究奨励資⾦ 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(4)

の財源として使用する。
(110,000,000)

退職給与積⽴⾦ 従業員５名に対する退職⾦の⽀払いに備えたもの (15,389,000)

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(1)
の財源として使用する。

(60,000,000)

国際交流資⾦ 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業(4)
の財源として使用する。

(100,000,000)

 その他の固定資産 164,626,751

土地 公益⽬的保有財産であり、公益⽬的事業(1)〜(5)に
使⽤している。法⼈の管理運営に使⽤している。

(35,584,000)

建物 公益⽬的保有財産であり、公益⽬的事業(1)〜(5)に
使⽤している。法⼈の管理運営に使⽤している。

(61,384,554)

建物付帯設備 公益⽬的保有財産であり、公益⽬的事業(1)〜(5)に
使⽤している。法⼈の管理運営に使⽤している。

(1,428,295)

什器備品 会議机他 公益⽬的保有財産であり、公益⽬的事業(1)〜(5)に
使用している。

(1)

計測機器 公益目的保有財産であり、公益目的事業(3)に使用し
ている。

(1,743,040)

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 公益⽬的保有財産であり、公益⽬的事業(1)〜(5)に
使用している。

(207,270)

ｶｰﾄﾞﾌﾟﾘﾝﾀｰ 公益⽬的保有財産であり、公益⽬的事業(1)〜(5)に
使用している。

(1)

電話加入権 法⼈の管理運営に使⽤している。 (364,950)

出資⾦ 公益目的事業(3)に使用している。 (1,000,000)
公益目的事業(3)に使用している。 (500,000)
公益⽬的事業(1)〜(5)の積⽴資⾦であり、公益⽬的
事業の資産購入に備えたもの

(14,048,998)

公益⽬的事業(3)の積⽴資⾦であり、放射線計測機
器の購⼊資⾦として管理されている預⾦

(11,934,436)

公益⽬的事業(2)の積⽴資⾦であり、刊⾏資⾦として
管理されている預⾦

(10,000,000)

代議員選挙に備えたもの (1,500,000)
総会学術⼤会準備資⾦ 公益⽬的事業(1)の積⽴資⾦であり、総会学術⼤会

開催資⾦として管理されている預⾦
(4,000,000)

総会学術集会等準備資⾦ (5,720,324)

(北海道) (20,324)
(中部) (3,000,000)
(九州) (2,700,000)

研究奨励資⾦ (15,210,882)
(北海道) (2,681,400)
(東京) (4,329,482)
(近畿) (8,000,000)
(九州) (200,000)

固定資産合計 470,015,751
資産合計 698,011,121

（流動負債）
前受⾦ 次年度等会費先払い分 685,000

流動負債合計 685,000
（固定負債）

退職給与引当⾦ みずほ銀⾏京都⽀店 従業員５名に対する退職⾦の⽀払いに備えたもの 15,389,000
固定負債合計 15,389,000
負債合計 16,074,000
正味財産 681,937,121

公益⽬的事業(3)の積⽴資⾦であり、研究調査・教
育・開発資⾦として管理されている預⾦

公益⽬的事業(1)の積⽴資⾦であり、学術集会資⾦と
して管理されている預⾦

総会学術⼤会準備資⾦ 第155回利付国債
埼玉県H28公募公債
第286、136回利付国債

第151回利付国債

資産取得準備資⾦ 京都銀⾏本店営業部1026811

計測機器整備資⾦ 京都銀⾏本店営業部1001255

5本
京都市下京区五条通新町東入東錺屋
町167番地
一般社団法人日本ﾗｼﾞｵﾛｼﾞｰ協会
一般社団法人日本IHE協会

英語論⽂誌発刊資⾦ 京都銀⾏本店営業部1044271

選挙関係準備資⾦ 京都銀⾏本店営業部597558
三菱東京UFJ銀⾏京都⽀店1403426

三井住友銀⾏京都⽀店、ゆうちょ銀⾏
一〇九店
正会員会費、賛助会費

みずほ銀⾏京都⽀店1402797

みずほ銀⾏京都⽀店1402789

39.48㎡
京都市下京区五条通新町東入東錺屋
町167番地
238.89㎡
京都市下京区五条通新町東入東錺屋
町167番地
事務所内装他
京都市下京区五条通新町東入東錺屋
町167番地

線量計11台
京都市下京区五条通新町東入東錺屋
町167番地
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ1台
京都市下京区五条通新町東入東錺屋
町167番地
会員カードプリンター1台
京都市下京区五条通新町東入東錺屋
町167番地

第286、136回利付国債
埼玉県H28公募公債
浜松市H28年度公募公債（東京）
みずほ銀⾏京都⽀店

ゆうちょ銀⾏七⼀⼋店30467871
三菱東京ＵＦＪ銀⾏京都⽀店3527042

三菱東京ＵＦＪ銀⾏京都⽀店3143944

三菱東京UFJ銀⾏京都⽀店3557282

ゆうちょ銀⾏七⼀⼋店27043881


