財 産 目 録
平成23年3月31日現在
（単位：円）
貸借対照表科目
（流動資産）

場所・物量等

現金

手元保管

預金

当座預金

使用目的等

金額

運転資金として

15,222,787

三菱東京UFJ銀行神保町支店

運転資金として

219,002,033

みずほ銀行九段支店

運転資金として

75,013,029

みずほ銀行久米川支店

運転資金として

19,858,204

三井住友銀行神田支店

運転資金として

300,853,430

三菱東京UFJ銀行神田支店

運転資金として

6,808,220

三井住友銀行清瀬支店

運転資金として

270,575,224

当座預金計

892,110,140

普通預金
三井住友銀行清瀬支店

運転資金として

240,965,905

三菱東京UFJ銀行神保町支店

運転資金として

419,478,521

多摩信用金庫東村山支店

運転資金として

111,581,272

みずほ銀行九段支店

運転資金として

85,151,564

三井住友銀行神田支店

運転資金として

39,641,397

みずほ銀行清瀬支店

運転資金として

5,413,897

りそな銀行神田支店

運転資金として

23,984,997

りそな銀行清瀬支店

運転資金として

6,953,442

ゆうちょ銀行

運転資金として

45,283,599

りそな銀行東村山支店

運転資金として

1,379,634

三菱UFJ信託銀行本店

運転資金として

1,338,117

普通預金計

981,172,345

定期預金
多摩信用金庫東村山支店

未収入金

運転資金として

41,000,000

定期預金計

41,000,000

現金・預金計

1,929,505,272

医業未収入金

公益事業である健診・治療事業等の未収金

収益事業未収入金

収益事業の未収金

その他

その他の未収金

未収入金計

1,848,069,605
2,606,989
4,045,710
1,854,722,304

売掛金

出版売掛金

公益事業である出版事業の売掛金

貯蔵品

医薬品

公益事業である健診・治療事業の医薬品

42,360,751

診療材料

公益事業である健診・治療事業の診療材料

31,311,285

その他

その他の貯蔵品

貯蔵品計

6,846,532

8,748,682
82,420,718

刊行物

公益事業である出版事業の刊行物

10,271,131

仮払金

公1･公2･収2及び管理業務の仮払金

12,405,753

貸倒引当金

貸倒引当金

公益事業である治療事業等の未収入金並びに
出版事業の売掛金に対する貸倒引当金

流動資産合計

△12,206,828
3,883,964,882

（固定資産）
基本財産

土地

1,599.00㎡
東京都千代田区三崎町1-2-4
宅地 56,342.86㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1ほか
宅地 1,380㎡
東京都清瀬市松山三丁目1018-305
宅地・山林 2.742.2㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか
宅地・山林 4,828.21㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管
理業務業務を行う水道橋ビルの土地の公益使
用部分
水道橋ビルの土地の収益事業等・管理業務使
用部分
公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十
字病院・結核研究所の土地
収2事業の駐車場貸地として使用している土地

2,385,401
6,040,599
18,337,034
449,127

公益目的保有財産であり、公1事業の新山手病
院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護支援
センター保生の森の土地

11,353,412

収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の土地

19,992,286

宅地743.50㎡(共有24.52％)
東京都渋谷区渋谷1-20-21
宅地166.67㎡(共有39.95％)

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの土地
ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの土地

340,634
2,018,380

東京都渋谷区代々木2-13-3ほか
建物

土地計

60,916,873

延3,828.993㎡

137,291,775

東京都千代田区三崎町1-2-4
鉄骨鉄筋コンクリート建物
延26,390.85㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管
理業務業務を行う水道橋ビルの公益使用部分
水道橋ビルの収益事業等・管理業務使用部分

347,666,808

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十
字病院・結核研究所の建物

2,444,694,797

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山
手病院の建物

1,060,897,223

鉄筋コンクリート建物等耐火建物等
延12,944.78㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
建物計
有価証券

株式 98,988株

3,990,550,603
運用益を管理費の財源として使用

49,494,000

運用益を管理費の財源として使用

8,073,919

日本ビーシージー製造株式会社
預金

ゆうちょ銀行
三井住友銀行神田支店

42,081

預金計

8,116,000

基本財産合計

4,109,077,476

(特定資産)
積立有価証券預金

預金

当座預金
三井住友銀行清瀬支店
三井住友銀行神田支店

運用益を管理費の財源として使用
運用益をＴＢアーカイブス運営基金事業の財源
として使用
運用益をＣＯＰＤ共同研究事業の財源として使
用
運用益を管理費の財源として使用

当座預金計

700,000,000
212,592,882
17,665,842
86,644,166
1,016,902,890

定期預金
三菱東京UFJ銀行神保町支店

三菱UFJ信託銀行本店

公益目的保有財産であり、運用益を秩父宮妃記
念功労賞事業の財源として使用
公益目的保有財産であり、運用益を管理費の財
源として使用
公益目的保有財産であり、運用益を秩父宮妃記
念功労賞事業の財源として使用

定期預金計
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽ

197,313,990
80,440,080
589,123,615

預金計
有価証券

311,369,545

1,606,026,505
運用益を管理費の財源として使用

81,070,000

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行

運用益を管理費の財源として使用

61,010,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

運用益を管理費の財源として使用

164,640,000

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社

運用益を管理費の財源として使用

268,966,500

三菱UFJｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

運用益を管理費の財源として使用

298,460,000

ﾉﾙｳｪｰ輸出金融公社

運用益を管理費の財源として使用

79,063,000

SGA ソシエテ・ジェネラル・アクセプタンス 運用益を管理費の財源として使用

37,200,000

ﾄﾞｲﾂ銀行 AG ロンドン

運用益を管理費の財源として使用

155,165,000

スウェーデン輸出信用銀行

運用益を管理費の財源として使用

364,650,000

ﾋﾞｰｴﾇﾋﾟｰ・パリバ銀行

運用益を管理費の財源として使用

155,920,000

スウェーデン輸出信用銀行

運用益を管理費の財源として使用

130,600,000

大和証券エスエムビーシー株式会社 運用益を管理費の財源として使用

200,670,000

ﾋﾞｰｴﾇﾋﾟｰ・パリバ銀行

運用益を管理費の財源として使用

有価証券計
積立有価証券預金計

3,765,261,005

ターゲット解約条件付定期預金ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾞｰｽ型
退職給付引当預金
運用益を管理費の財源として使用
(三井住友銀行神田支店)
ターゲット解約条件付定期預金ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾞｰｽ型
運用益を管理費の財源として使用
(三井住友銀行神田支店)
ターゲット解約条件付定期預金ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾞｰｽ型
運用益を管理費の財源として使用
(三井住友銀行神田支店)

三菱東京UFJ銀行神保町支店
退職給付引当預金計

161,820,000
2,159,234,500

運用益を管理費の財源として使用

214,108,710
138,895,046
551,023,503
64,170,371
968,197,630

新山手病院本館 普通預金
施設整備事業資
金

三井住友銀行清瀬支店

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山
手病院の本館整備事業資金

特定資産合計

400,000,000
5,133,458,635

その他固定資産

有形固定資産

土地

宅地15,573.95㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1ほか

建物

延7,815.526㎡

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山
手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護
支援センター保生の森の土地

東京都千代田区三崎町1-2-4

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管
理業務業務を行う水道橋ビルの公益使用部分

鉄骨鉄筋コンクリート建物

水道橋ビルの収益事業等・管理業務使用部分

延5,472.59㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1

公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物

1,289,770
322,156,732
815,804,174
1,879,994,640

鉄筋コンクリート建物等耐火建物等
延4,817.66㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
延4,061.7㎡

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山
手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護
支援センター保生の森の建物
収１事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の建物

1,121,901,466

903,610,375

東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか
鉄筋コンクリート建物等耐火建物
718.94㎡
東京都渋谷区渋谷1-20-21

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの建物

61,799,232

鉄筋コンクリート建物 延3,068.55㎡中 区分所有

455.63㎡

ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの建物

81,795,988

東京都渋谷区代々木2-13-3・4
鉄筋コンクリート建物 延1,357.04㎡中 区分所有

建物計
構築物

水道橋ビル
東京都千代田区三崎町1-2-4
清瀬駐車場用貸地

5,187,062,607
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管
理業務に要している水道橋ﾋﾞﾙ構築物の公益使
用部分

97,708

水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等・管理業務使用
部分

1,336,382

収2事業の駐車場貸地の構築物

756,327

東京都清瀬市松山三丁目1018-305
結核研究所、複十字病院
東京都清瀬市松山3-1018-1
新山手病院、保生の森、ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ
東京都東村山市諏訪町3-6-1
新山手病院、保生の森、ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ

公益事業を行う複十字病院・結核研究所に要し
ている構築物

36,749,376

公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山
手病院・介護老人保健施設保生の森・居宅介護
支援センター保生の森の構築物

46,801,097

収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑの構築物

74,373,200

東京都東村山市諏訪町3-6-18
構築物計

160,114,090
公益目的保有財産であり、公益事業に要してい
る車両運搬具
公益目的保有財産であり、公益事業に要してい
る器具及備品
収1･収2･管理業務事業に要している器具及備
品

車両運搬具
器具及備品

器具及備品計

建設仮勘定計

収1･収2･管理業務事業に要しているソフトウエア
ソフトウェア計

4,710,570
997,500
22,050,000

6,390,364,428
公益目的保有財産であり、公益事業である健
診・治療事業に要しているソフトウェア

ソフトウェア

45,317,032

27,758,070

有形固定資産計
無形固定資産

923,336,900

968,653,932
公益目的保有財産であり、健診等事業に要する
固定資産の建設仮勘定
公益目的保有財産であり、新山手病院建設に係
る建設仮勘定
公1･公2･収1･収2･管理業務事業に要する固定
資産の建設仮勘定

建設仮勘定

45,485,959

387,877,150
438,095
388,315,245

電話加入権

公益目的保有財産であり、公益事業に要してい
る電話加入権

6,663,337

収1･収2･管理業務事業に要している電話加入
権

1,229,783

電話加入権計

7,893,120

無形固定資産計
投資等

396,208,365

出資金

西東京医師協同組合出資金

公益目的保有財産であり、公益事業である健
診・治療事業の協同組合への出資金

70,000

長期貸付金

奨学金資金等

公益目的保有財産であり、公益事業である健
診・治療事業に携わる職員への貸付

13,738,620

貸倒引当金

奨学資金等に対する貸倒引当金

長期貸付金計

7,498,620

投 資 等 計

7,568,620

その他の固定資産合計

6,794,141,413

固定資産合計

16,036,677,524

資産合計
（流動負債）

19,920,642,406
買掛金

公益事業買掛金

公益事業である健診・治療事業等の買掛金

収益事業買掛金

収益事業の買掛金

その他の買掛金

その他の買掛金

買掛金計
未払金

公益事業未払金

公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員
の退職金の未払金
公益事業である健診・治療事業等の未払金

その他の未払金

その他の未払金

職員退職金

未払法人税等
未払消費税等
賞与引当金
前受金

水道橋ビル貸室収益等

預り金

入院保証金

9,177,105
2,017,369

115,395,528
62,271,377
160,275
177,827,180

収益事業の未払法人税
公1･公2･収1･収2及び管理業務に係る未払消費
税等
公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員
の賞与の引当金
収2事業翌年度賃室収益等の前受金
公益事業である治療事業の入院患者からの預り
金

33,582,981
41,143,400
345,092,200
35,770,986
30,876,000

公益事業預り金

公益事業に従事する職員の源泉税・社会保険
等の預り金

35,558,559

その他預り金

収1･収2及び管理業務に従事する職員の源泉
税・社会保険等の預り金

12,647,556

預り金計
1年以内返済長
独立行政法人福祉医療機構
期借入金

79,082,115
公1事業の介護老人保健施設保生の森新築に
伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金
の1年以内に返済期限が到来する元本金額

流動負債合計
公1事業の介護老人保健施設保生の森新築に
長期借入金
独立行政法人福祉医療機構
伴う独立行政法人福祉医療機構からの借入金
残高
公1･公2･収2及び管理業務に従事する職員の退
退職給付引当金
職給付金の引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する役員の退
役員退職慰労引当金
職慰労金の引当金
水道橋ビル入居者及び駐車場利用者等からの
預り保証金敷金 水道橋ビル入居者等預り保証金敷金
預り金
ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手入居者及び駐車場利用者
グリューネスハイム新山手入居者預り保証金敷金
等からの預り金
預り保証金敷金計

固定負債合計

904,621,037

915,815,511

未払金計

（固定負債）

△6,240,000

33,560,000
1,661,874,373
385,940,000
1,746,510,748
42,285,688
287,806,400
101,453,000
389,259,400
2,563,995,836

負債合計

4,225,870,209

正味財産

15,694,772,197

