財 産 目 録
平成24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
三井住友銀行神田支店他

使用目的等
運転資金として
運転資金として

当座預金計

金額
16,721,874
673,938,056
673,938,056

普通預金
三井住友銀行清瀬支店他

運転資金として

普通預金計

713,437,793
713,437,793

定期預金
多摩信用金庫東村山支店

運転資金として

定期預金計
現金・預金計
未収入金

医業未収入金

44,000,000
44,000,000
1,448,097,723

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

1,919,256,365
2,119,989
276,614,732
2,197,991,086

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

6,375,296
33,684,232

診療材料

公益事業である健診・治療事業の診療材料

40,336,915

その他

その他の貯蔵品

11,418,969

貯蔵品計

85,440,116

刊行物

書籍等

公益事業である出版事業の刊行物

11,400,840

仮払金

職員旅費等の仮払い

公1･公2･収2及び管理業務の仮払金

18,939,726

貸倒引当金

公益事業である治療事業等の未収入金に対する
貸倒引当金

貸倒引当金
流動資産合計

△9,240,771
3,759,004,016

（固定資産）
基本財産

土地

宅地1,599.00㎡
東京都千代田区三崎町1-2-4
宅地・山林 56,036.89㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1ほか
宅地 1,685.97㎡
東京都清瀬市松山3-971-38ほか
宅地・山林 2,543.76㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか
宅地 4,882.38㎡

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

2,383,716

水道橋ビルの土地の収益事業等・管理業務使用
部分

6,042,284

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
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
収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の土地

18,528,989
257,172

27,907,519

3,438,179

東京都東村山市諏訪町3-6-18ほか
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㎡

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

132,568,372

水道橋ビルの収益事業等・管理業務使用部分

336,036,691

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
鉄筋コンクリート建物等耐火建物等

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

2,355,653,748

延12,944.78㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1

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

865,451,134

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

定期預金

ゆうちょ銀行

3,689,709,945
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

8,216,000

日本ビーシージー製造株式会社
預金計

8,216,000

基本財産合計
特定資産

3,808,336,818

積立有価証券預金 当座預金

三井住友銀行神田支店

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

204,560,362

運用益をＣＯＰＤ共同研究事業の財源として使用

9,473,575

運用益を呼吸の日事業の財源として使用

4,288,800

運用益を複十字シール募金事業の財源として使
用
三井住友銀行清瀬支店他

運用益を管理費の財源として使用

当座預金計

40,036,581
1,255,610,877
1,513,970,195

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
ゆうちょ銀行

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
運用益を管理費の財源として使用

定期預金計

312,610,610
188,461,436
80,399,015
861,148
582,332,209

預金計

2,096,302,404

有価証券
スウェーデン輸出信用銀行他12銘柄

運用益を管理費の財源として使用

有価証券計

2,216,689,900
2,216,689,900

積立有価証券預金計

4,312,992,304

退職給付引当資産 定期預金

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

955,756,062

三菱東京UFJ銀行神保町支店

運用益を管理費の財源として使用

100,000,000

運用益を管理費の財源として使用

283,096,019

当座預金
三井住友銀行清瀬支店
退職給付引当資産計
新山手病院本館
施設整備事業資
金

1,338,852,081

普通預金
公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山
手病院の整備事業資金

397,739,750

三井住友銀行神田支店

公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十
字病院の整備事業資金

230,000,000

建物

東京都清瀬市松山3-1018-1

公益目的保有財産であり、公益事業を行う結核
研究所の建物附属設備

352,521,444

車両運搬具

車両1台

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

器具及備品

回診用X線装置等医療機器他

美術品

絵画10点

三井住友銀行清瀬支店

複十字病院本館・ 普通預金
中央館施設整備
事業資金

特定資産合計

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
公益目的保有財産であり、公益事業に供すること
を目的として寄附を受けた美術品

148,725
252,108,374
32,536,000
6,916,898,678

その他固定資産

有形固定資産

土地

宅地・山林・溜池16,017.98㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1ほか

建物

延7,815.526㎡
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5,472.59㎡
東京都清瀬市松山3-1018-1

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

31,362,870

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

311,279,244

水道橋ビルの収益事業等・管理業務使用部分
公益事業を行う複十字病院・結核研究所の建物

789,036,218
1,410,701,588

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

961,076,334

876,024,015

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㎡

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの建物

56,726,145

ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの建物

78,451,531

東京都渋谷区渋谷1-20-21
鉄筋コンクリート建物 延3,068.55㎡中 区分所有

455.63㎡
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

4,483,295,075
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
水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等・管理業務使用
部分
収2事業の駐車場貸地の構築物

97,708
1,253,936
613,753

東京都清瀬市松山3-1018-305
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

33,835,914

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

44,964,528

収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑの構築物

73,262,760

東京都東村山市諏訪町3-6-18
構築物計
車両運搬具

胸部検診車他車両

器具及備品

高精度放射線治療ｼｽﾃﾑ他医療機器等

154,028,599
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

器具及備品計
建設仮勘定

健診ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ
新山手病院本館建替え工事建設費用
建設仮勘定計

ソフトウェア

オーダリングシステム他

ソフトウェア計

636,895,185
43,125,497
680,020,682

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

4,697,700
270,857,160
275,554,860

有形固定資産計
無形固定資産

20,721,147

5,644,983,233
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

313,185,707

収1･収2･管理業務事業に要しているソフトウェア

808,998
313,994,705

電話加入権

病院、診療所他

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

321,887,825

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

28,630,000

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

18,430,000

投 資 等 計

18,500,000

その他の固定資産合計

5,985,371,058

固定資産合計

16,710,606,554

資産合計
（流動負債）

20,469,610,570
買掛金
未払金

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

859,682,712

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

230,148,995

その他の未払金

その他の未払金

職員退職金

未払金計
未払法人税等

未払法人税等

未払消費税等

未払消費税等

賞与引当金

職員の賞与引当金

前受金

公益事業前受金

収益事業の未払法人税等
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
公益事業の前受金

水道橋ビル貸室収益等

収2事業翌年度賃室収益等の前受金

預り金

140,621,784
23,240,312
394,011,091

前受金計

51,498,081
3,608,200
330,901,629
12,782,133
30,004,798
42,786,931

入院保証金

公益事業である治療事業の入院患者からの預り
金

30,686,000

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

37,424,250

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

11,483,598

預り金計

79,593,848

リース債務

公益事業である健診・治療事業等のリース債務の
うち1年以内に支払期限が到来する金額

6,110,601

1年以内返済長
独立行政法人福祉医療機構
期借入金

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金額

33,560,000

リース債務

流動負債合計
（固定負債）

△10,200,000

長期借入金

1,801,753,093
独立行政法人福祉医療機構

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残高

公1･公2･収2及び管理業務に従事する職員の退
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 役員の退職慰労引当金
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
預り保証金敷金 水道橋ビル入居者等預り保証金敷金
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
公益事業である健診・治療事業等のリース債務の
リース債務
リース債務
うち1年超に支払期限が到来する金額
固定負債合計
退職給付引当金 職員の退職給付引当金

522,380,000
1,973,930,583
50,632,670
264,291,260
90,222,000
354,513,260
7,921,857
2,909,378,370

負債合計

4,711,131,463

正味財産

15,758,479,107

