
（単位：円）

使用目的等 金額

（流動資産） 現金 手元保管 運転資金として 12,440,999

預金 当座預金

三菱東京UFJ銀行神保町支店他 運転資金として 122,761,963

　当座預金計 122,761,963

普通預金

三井住友銀行清瀬支店他 運転資金として 576,118,888

　普通預金計 576,118,888

　　現金・預金計 711,321,850

未収入金 医業未収入金 公益事業である健診・治療事業等の未収金 2,225,106,941

収益事業未収入金 収益事業の未収金 3,386,238

その他 その他の未収金 228,174,117

　　未収入金計 2,456,667,296

前払費用 前払保険料 複数年度契約火災保険の前払保険料 2,632,324

売掛金 出版売掛金 公益事業である出版事業の売掛金 3,234,738

貯蔵品 医薬品 公益事業である健診・治療事業の医薬品 47,304,057

診療材料 公益事業である健診・治療事業の診療材料 26,506,239

その他 その他の貯蔵品 20,016,335

　　貯蔵品計 93,826,631

刊行物 書籍等 公益事業である出版事業の刊行物 25,020,096

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 32,137,266

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に対する
貸倒引当金

△6,220,132

　流 動 資 産 合 計 3,318,620,069

（固定資産）

基本財産 土地 宅地452.35.00㎡ 2,383,716

東京都千代田区神田三崎町1-2-4

宅地1,146.65㎡ 6,042,284

同上

宅地・山林 56,036.89㎡ 18,528,989

東京都清瀬市松山3-1018-1ほか

宅地 1,685.97㎡ 257,172

東京都清瀬市松山3-971-38ほか

宅地・山林 2,543.76㎡ 27,907,519

東京都東村山市諏訪町3-6-6ほか

宅地  4,882.38㎡ 収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の土地 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％) ビル賃貸業を行う渋谷スカイレジテルの土地 340,634

東京都渋谷区渋谷1-20-21

宅地166.67㎡(共有39.95％) ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの土地 2,018,380

東京都渋谷区代々木2-13-3ほか

　　土地計 60,916,873

建物 延1,083.222㎡ 100,325,317

東京都千代田区神田三崎町1-2-4

　鉄骨鉄筋コンクリート建物

延2,745.771㎡ 254,306,414

同上

延26,390.85㎡ 1,679,319,160

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

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

収2事業の駐車場貸地として使用している土地

財　 産 　目　 録

平成31年3月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等



延7,244.53㎡ 625,599,385

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 2,659,550,276

関連会社株式 株式 98,988株 運用益を管理費の財源として使用 49,494,000

日本ビーシージー製造株式会社

定期預金 運用益を管理費の財源として使用 8,916,000

　基 本 財 産 合 計 2,778,877,149

特定資産 積立有価証券預金 当座預金

三井住友銀行神田支店 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

177,042,866

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

32,842,280

三井住友銀行清瀬支店他 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

1,720,114,854

　当座預金計 1,930,000,000

普通預金

三井住友銀行清瀬支店 公益目的保有財産であり、結核研究所における
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

14,039,421

三井住友銀行清瀬支店 公益目的保有財産であり、複十字病院における
研究の為に使用する積立資産として管理されて
いる預金

607,377

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

438,698,527

　普通預金計 453,345,325

定期預金

三菱東京UFJ銀行神保町支店他 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

296,993,039

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

757,784,707

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

80,351,331

ゆうちょ銀行 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

176,922

　定期預金計 1,135,305,999

　預金計 3,518,651,324

　　積立有価証券預金計 3,518,651,324

退職給付引当資産 定期預金

三菱東京UFJ銀行神保町支店他 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

3,695,270,804

    退職給付引当資産計 3,695,270,804

建物 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

429,468,313

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

37,534,057

　　　　建物計 467,002,370

構築物 東京都東村山市諏訪町3-6-8 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

10,682,293

車両運搬具 胸部検診車 公益目的保有財産であり、公益事業に要している
車両

201,915,360

器具及備品 回診用X線装置等医療機器他 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

485,697,061

美術品 絵画10点、彫刻6点 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

41,036,000

　特 定 資 産 合 計 8,420,255,212

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

ゆうちょ銀行

東京都清瀬市松山3-1018-1

東京都東村山市諏訪町3-6-1



その他固定資産

有形固定資産 土地 宅地・山林・溜池16,017.98㎡ 31,362,870

東京都東村山市諏訪町3-6-1ほか

建物 延2,211.012㎡ 199,313,970

東京都千代田区神田三崎町1-2-4

　鉄骨鉄筋コンクリート建物

延5,604.514㎡ 505,224,632

同上

延5,708.83㎡ 1,131,083,634

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㎡ 2,099,921,947

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㎡ 収１事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手の建物 726,446,207
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 27,600,624
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㎡ ビル賃貸業を行う新宿ＫＴビルの建物 64,503,296
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 4,754,094,310

構築物 水道橋ビル

東京都千代田区神田三崎町1-2-4

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

174,825

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

1,081,311

清瀬駐車場用貸地 収2事業の駐車場貸地の構築物 159,335

東京都清瀬市松山3-1018-305

結核研究所、複十字病院 20,294,579

東京都清瀬市松山3-1018-1

新山手病院、保生の森 71,999,926

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 収1事業のｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑの構築物 51,616,166

東京都東村山市諏訪町3-6-18

　　構築物計 145,395,111

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

23,721,960

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

4,974,379

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

3,541,735

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

1,130,618,332

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 21,718,879

　　器具及備品計 1,160,853,325

建設仮勘定 ネットワーク環境構築工事等 管理業務事業に要している会計システムに係る
ネットワーク環境構築工事等の建設仮勘定

1,316,241

建設仮勘定計 1,316,241

　　有 形 固 定 資 産 計 6,116,743,817

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

3,020,207

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

321,666

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

103,390,073

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 3,020,207

　　ソフトウェア計 109,752,153

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

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

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

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・結核研究所に要している構築物

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

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

68,969



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

22,567

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

23,433

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

192,000

事務室等 収1･収2事業に要している電話加入権 14,000

　　電話加入権計 252,000

　無 形 固 定 資 産 計 110,004,153

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・
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金

31,591,600

貸倒引当金 奨学資金等に対する貸倒引当金 △15,360,000

　　長期貸付金計 16,231,600

長期前払費用 前払保険料 複数年度契約火災保険の前払保険料 7,240,694

　投  資  等  計 23,542,294

　その他固定資産合計 6,250,290,264

　固 定 資 産 合 計 17,449,422,625

　 資 産 合 計 20,768,042,694

（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 618,495,622

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
の退職金の未払金

100,117,700

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 363,637,977

その他の未払金 その他の未払金 253,299,032

　　未払金計 717,054,709

未払法人税等 未払法人税等 収益事業の未払法人税等 33,003,281

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
税等

11,582,900

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
の賞与の引当金

369,831,117

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 86,438,348

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
金

23,186,000

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

52,592,545

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

16,456,663

　　預り金計 92,235,208

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
うち1年以内に支払期限が到来する金額

64,026,484

1年以内返済長
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
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

105,840,000

　流 動 負 債 合 計 2,098,507,669

（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
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

1,689,550,000

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
職給付金の引当金

3,998,182,989

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
職慰労金の引当金

53,995,738

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
り金

156,166,366

ｸﾞﾘｭｰﾈｽﾊｲﾑ新山手入居者及び駐車場利用者
等からの預り金

29,454,000

　　預り保証金敷金計 185,620,366

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
うち1年超に支払期限が到来する金額

53,635,514

　固 定 負 債 合 計 5,980,984,607

　 負 債 合 計 8,079,492,276

　 正 味 財 産 12,688,550,418

グリューネスハイム新山手入居者預り保証金敷金


