財 産 目 録

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目
（流動資産） 現金
預金

未収入金
売掛金
貯蔵品
刊行物
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
（固定資産）
基本財産
土地

建物

場所・物量等

手元保管
当座預金
三菱東京UFJ銀行神保町支店他
当座預金計
普通預金
三井住友銀行清瀬支店他
普通預金計
定期預金
三菱東京UFJ銀行神保町支店他
定期預金計
現金・預金計
医業未収入金
収益事業未収入金
その他
未収入金計
出版売掛金
医薬品
診療材料
その他
貯蔵品計
書籍等
職員旅費等の仮払い
貸倒引当金
宅地452.35.00㎡
東京都千代田区三崎町1-2-4
宅地1,146.65㎡
同上
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㎡
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％)
東京都渋谷区代々木2-13-3ほか
土地計
延1,083.222㎡
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2,745.771㎡
同上
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

運転資金として

使用目的等

（単位：円）

金額
12,518,950

運転資金として

224,668,959
224,668,959

運転資金として

858,751,953
858,751,953

運転資金として

153,000,000
153,000,000
1,248,939,862
2,042,450,115
1,864,395
506,803,018
2,551,117,528
4,384,556
82,042,950
53,674,754
9,919,489
145,637,193
14,437,399
17,649,147
△10,827,507
3,971,338,178

公益事業である健診・治療事業等の未収金
収益事業の未収金
その他の未収金
公益事業である出版事業の売掛金
公益事業である健診・治療事業の医薬品
公益事業である健診・治療事業の診療材料
その他の貯蔵品
公益事業である出版事業の刊行物
公1･公2･収2及び管理業務の仮払金
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
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
水道橋ビルの土地の収益事業等及び管理業務
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
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
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
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
水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部
分
公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十
字病院・結核研究所の建物

2,383,716
6,042,284
18,528,989
257,172
27,907,519
3,438,179
340,634
2,018,380
60,916,873
123,311,265
312,571,607
2,177,571,650

特定資産

延7,244.53㎡
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
関連会社株式 株式 98,988株
日本ビーシージー製造株式会社
ゆうちょ銀行
定期預金
基本財産合計
積立有価証券預金 当座預金
三井住友銀行神田支店

三菱東京UFJ銀行神保町支店他
当座預金計
普通預金
三井住友銀行清瀬支店
定期預金
三菱東京UFJ銀行神保町支店他

三菱UFJ信託銀行本店
ゆうちょ銀行
定期預金計
預金計
有価証券
三菱UFJｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ他2銘柄
有価証券計
積立有価証券預金計
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
型(三井住友銀行神田支店)

三菱東京UFJ銀行神保町支店
退職給付引当資産計
複十字病院MRI・ 普通預金
ｵｰﾀﾞﾘﾝｸﾞｼｽﾃﾑ取
三井住友銀行神田支店
得資金
東京都清瀬市松山3-1018-1
建物
東京都東村山市諏訪町3-6-1
建物計
構築物
東京都東村山市諏訪町3-6-8
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、彫刻5点
特定資産合計

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

756,039,345

運用益を管理費の財源として使用

3,369,493,867
49,494,000

運用益を管理費の財源として使用

8,416,000
3,488,320,740

公益目的保有財産であり、ＴＢアーカイヴ運営基
金事業に使用する積立資産として管理されている
預金
公益目的保有財産であり、ＣＯＰＤ共同研究事業
に使用する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、呼吸の日事業に使用
する積立資産として管理されている預金
公益目的保有財産であり、複十字シール募金事
業に使用する積立資産として管理されている預金
法人運営に使用する積立資産として管理されて
いる預金
公益目的保有財産であり、結核研究所国際協
力・国際研修事業に使用する積立資産として管
理されている預金
公益目的保有財産であり、秩父宮妃記念功労賞
事業に使用する積立資産として管理されている預
金
法人運営に使用する積立資産として管理されて
いる預金
法人運営に使用する積立資産として管理されて
いる預金
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
法人運営に使用する積立資産として管理されて
いる預金

197,177,451
1,719,509
3,958,835
33,351,182
1,859,396,463
2,095,603,440
11,763,750
310,276,910
189,723,090
995,674,821
80,274,990
666,809
1,576,616,620
3,683,983,810

運用益を管理費の財源として使用

880,550,000
880,550,000
4,564,533,810

従業員に対する退職金及び役員に対する退職慰
労金の支払に備えたもの
従業員に対する退職金及び役員に対する退職慰
労金の支払に備えたもの
公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十
字病院の資産取得資金として管理されている預
金
公益目的保有財産であり、公益事業を行う結核
研究所・複十字病院の建物付属設備
公益目的保有財産であり、公益事業を行う新山
手病院の建物付属設備
法人が管理する溜池周りの柵や花壇等で、寄付
及び自己財源で取得した
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
を目的として寄付を受けた美術品

1,131,909,485
1,204,325,179
2,336,234,664
230,000,000
389,993,055
42,301,329
432,294,384
18,688,468
229,680,090
34,036,000
7,845,467,416

その他固定資産

有形固定資産 土地
建物

構築物

宅地・山林・溜池16,017.98㎡
東京都東村山市諏訪町3-6-1ほか
延2,211.012㎡
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5,604.514㎡
同上
延5,472.59㎡
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
延12,445.10㎡
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4,111.78㎡
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
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
水道橋ビル
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
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

31,362,870
272,332,234

水道橋ビルの収益事業等及び管理業務使用部
分
公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十
字病院・結核研究所の建物

690,312,636
1,226,524,325

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

2,809,361,391
871,113,790

ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの建物

48,097,054

ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの建物

72,534,331

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
公益事業と共用している水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益
事業等・管理業務使用部分
水道橋ﾋﾞﾙ構築物の収益事業等及び管理業務使
用部分
清瀬駐車場用貸地
収2事業の駐車場貸地の構築物
東京都清瀬市松山3-1018-305
結核研究所、複十字病院
公益目的保有財産であり、公益事業を行う複十
字病院・結核研究所に要している構築物
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 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
東京都東村山市諏訪町3-6-1
支援センター保生の森の構築物
新山手病院、保生の森、ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ 収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑの構築物
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
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 事務用什器等
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理
業務に要している器具及備品の公益使用部分
公益事業と共用している器具備品の収益事業
等・管理業務使用部分
高精度放射線治療ｼｽﾃﾑ他医療機器等 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
収納器具備品等
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
有形固定資産計
無形固定資産 ソフトウェア 人事・給与システム等
公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理
業務に要しているソフトウェアの公益使用部分
公益事業と共用しているソフトウェアの収益事業
等・管理業務使用部分
オーダリングシステム他
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
会計システム他
収1･収2･管理業務事業に要しているソフトウェア
ソフトウェア計

5,990,275,761
86,888
220,246
1,425,055
421,290
28,160,215
100,584,892
68,770,273
199,668,859
30,211,085
10,651,388
6,106,132
1,241,074,819
35,103,833
1,292,936,172
7,544,454,747
1,611,764
326,676
92,383,136
2,963,549
97,285,125

電話加入権

事務室等

公益目的保有財産であり、公1･公2･収2及び管理
業務に要している電話加入権の公益使用部分
公益事業と共用している電話加入権の管理業務
使用部分
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
収1･収2事業に要している電話加入権

22,567

23,433
病院、診療所他
192,000
事務室等
14,000
電話加入権計
252,000
無形固定資産計
97,537,125
投資等
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・
70,000
治療事業の協同組合への出資金
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・
39,096,890
治療事業に携わる職員への貸付金
貸倒引当金
奨学資金等に対する貸倒引当金
△9,240,000
長期貸付金計
29,856,890
投資等計
29,926,890
その他固定資産合計
7,671,918,762
固定資産合計
19,005,706,918
資産合計
22,977,045,096
（流動負債） 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
497,849,332
未払金
職員退職金
公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員
73,698,293
の退職金の未払金
公益事業未払金
公益事業である健診・治療事業等の未払金
484,894,460
その他の未払金
その他の未払金
169,536,602
未払金計
728,129,355
未払法人税等 未払法人税等
収益事業の未払法人税等
27,642,081
未払消費税等 未払消費税等
公1･公2･収1･収2及び管理業務に係る未払消費
8,593,600
税等
賞与引当金 職員の賞与引当金
公1･公2･収1･収2及び管理業務に従事する職員
359,838,573
の賞与の引当金
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
30,670,661
預り金
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
26,680,000
金
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
53,374,646
の預り金
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
12,306,068
税・社会保険等の預り金
預り金計
92,360,714
リース債務 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
6,183,828
うち1年以内に支払期限が到来する金額
1年以内返済長 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及び新山
70,070,000
期借入金
手病院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
流動負債合計
1,821,338,144
（固定負債） 長期借入金 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及び新山 2,018,750,000
手病院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
退職給付引当金 職員の退職給付引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する職員の退 2,622,531,174
職給付金の引当金
役員退職慰労引当金 役員の退職慰労引当金
公1･公2･収2及び管理業務に従事する役員の退
57,387,318
職慰労金の引当金
預り保証金敷金 水道橋ビル入居者等預り保証金敷金 水道橋ビル入居者及び駐車場利用者等からの預
192,160,454
り金
グリューネスハイム新山手入居者預り保証金敷金 ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手入居者及び駐車場利用者
95,711,000
等からの預り金
預り保証金敷金計
287,871,454
リース債務 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
7,267,764
うち1年超に支払期限が到来する金額
固定負債合計
4,993,807,710
負債合計
6,815,145,854
正味財産
16,161,899,242

