
貸借対照表科目 使用目的等
（流動資産）

現金預金 運転資金として 161,546
当座預金三菱東京UFJ銀行谷町支店　２口座 運転資金として 712,926,725
　　　　

普通預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店　２口座 運転資金として 130,308,790
100,000,000

（合計）
未収金 36,000

2,646,507

（合計）
有価証券 ＭＭＦ 大和証券大阪支店 運転資金として使用する短期運用資産 7,626,949

ＭＭＦ　三菱UFJモルガン・スタンレー証券大阪支店 運転資金として使用する短期運用資産 82,328,052
ＦＦＦ　三菱UFJモルガン・スタンレー証券大阪支店 運転資金として使用する短期運用資産 77,284,222
ＦＦＦ  野村証券大阪支店 運転資金として使用する短期運用資産 15,128,154

（合計）
繰延税金資産 税効果会計適用による法人税等の前払額 9,056,124

1,137,700,276

（固定資産）

基本財産
建物 13,213,849

65,188,323

9,690,156

（合計）
減価償却累計額 △ 7,891,084

△ 38,929,347

△ 5,786,795

（合計）
減価償却引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店　２口 3,392,209

16,734,898

2,487,620

（計）
第600回東京都債 4,498,875

22,194,449

3,299,175

（計）
（合計）

借地権 2,227,500

10,989,000

管理業務に全体の11％を使用している。 1,633,500
（合計）

財　産　目　録

平成25年３月31日現在
(単位：円)

場所・物量等 金額

現金　手元保管

税務行政の円滑な執行に寄与する事業
における受取参加会費の未収金

福祉制度運営事業における保険料及び
事務費の未収金　２口

(2,682,507)

(182,367,377)

流動資産合計

みずほ銀行天満橋支店ほか32金融機関
福祉制度運営事業における保険料収納
専用口座

197,207

定期預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店　
管理業務の財源として使用する資産で
ある。

(943,594,268)

４階54.686㎡：管理業務に使用してい
る。

(88,092,328)
同上建物の減価償却費の累計額 ６階71.972㎡：公益目的保有財産に対

応する部分

１･４･５･６階355.287㎡：不動産賃貸
事業の使用に対応する部分

４階54.686㎡：管理業務に対応する部
分

鉄筋コンクリート造７階建（搭屋を含む。） ６階71.972㎡：公益目的保有財産であ
り、税務行政の円滑な執行に寄与する
事業の施設に使用している。

床面積481.945㎡
大阪市中央区大手前１-５-33（名称：別館）

１･４･５･６階355.287㎡：他法人への
事務所等として賃貸（不動産賃貸事業
に使用）している。

６階71.972㎡に対応する部分で、公益
目的保有財産である。建物建替えの積立資産で、資産取得資

金として管理している資産である。 １･４･５･６階355.287㎡の不動産賃貸
事業に使用している部分に対応する資
産である。

４階54.686㎡の管理業務に対応する資
産である。

(29,992,499)

（△ 52,607,226)
６階71.972㎡に対応する部分で、公益
目的保有財産である。建物建替えの積立資産で、資産取得資

金として管理している資産である。 １･４･５･６階355.287㎡の不動産賃貸
事業に使用している部分に対応する資
産である。

４階54.686㎡の管理業務に対応する資
産である。

(22,614,727)

(52,607,226)
大阪市中央区大手前１-５-33 公益目的保有財産であり、税務行政の

円滑な執行に寄与する事業に全体の
15％を使用している。

不動産賃貸事業に全体の74％を使用し
ている。

(14,850,000)



貸借対照表科目 使用目的等
定期預金 50,000,000

500,000,000

（合計）
投資有価証券 50,000,000

79,303,281

99,208,712

100,000,000

200,130,386

9,993,042

100,000,000

50,000,000

100,000,000

100,000,000

（合計）

特定資産
役員退職慰労引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店　 5,580,000

退職給付引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店　 27,789,000

受入保証金引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行谷町支店　 受入保証金に対応する資産である。 1,860,000

（合計）

その他の固定資産

建物 485,892

2,397,067

356,321

（計）

3,987,500

2,175,000

1,087,500

（計）

（合計）

建物減価償却累計額 △ 141,304

△ 697,103

11％：管理業務に対応する部分 △ 103,623

（計）

△ 2,365,474

△ 1,290,258

管理業務に対応する部分15％ △ 645,129

（計）

（合計）

場所・物量等 金額
三菱東京UFJ銀行谷町支店　４口 公益目的保有財産であり、運用益を税

務行政の円滑な執行に寄与する事業の
財源として使用している。

三菱東京UFJ銀行谷町支店 運用益を管理業務の財源として使用し
ている。

第16-1回横浜市債 運用益を管理業務の財源として使用し
ている。

第655回東京都債 運用益を管理業務の財源として使用し
ている。

第22－8回大阪市債 運用益を管理業務の財源として使用し
ている。

(550,000,000)
第272回利付国債 公益目的保有財産であり、運用益を税

務行政の円滑な執行に寄与する事業の
財源として使用している。

第139回利付国債 公益目的保有財産であり、運用益を税
務行政の円滑な執行に寄与する事業の
財源として使用している。

政府保証 第183回日本高速道路保有・債務返済
機構債

公益目的保有財産であり、運用益を税
務行政の円滑な執行に寄与する事業の
財源として使用している。

ﾄﾞｲﾂ復興金融公社債 管理業務の財源として使用する資産で
ある。

(888,635,421)

役員退職慰労引当金（常勤役員１名）
に対応する積立資産である。

退職給付引当金（職員７名）に対応す
る積立資産である。

(35,229,000)

第13回静岡県債 運用益を管理業務の財源として使用し
ている。

ﾉﾙｳｪｰ輸出金融公社債 運用益を管理業務の財源として使用し
ている。

ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社債 運用益を管理業務の財源として使用し
ている。

収益事業及び共益事業に全体の30％を
使用している。

管理業務に全体の15％を使用してい
る。

(7,250,000)

(10,489,280)

同上建物（建物附属設備 別館の間仕切及び空
調設備)の減価償却費の累計額

15％：公益目的保有財産に対応する部
分

建物附属設備　別館の間仕切及び空調設備 公益目的保有財産であり、税務行政の
円滑な執行に寄与する事業に全体の
15％を使用している。

不動産賃貸事業に全体の74％を使用し
ている。

管理業務に全体の11％を使用してい
る。

(3,239,280)

建物附属設備　事務所の間仕切、空調設備工事
ほか

公益目的保有財産であり、税務行政の
円滑な執行に寄与する事業に全体の
55％を使用している。

（△ 5,242,891)

74％：不動産賃貸事業の使用に対応す
る部分

（△ 942,030)

同上建物（建物附属設備 事務所の間仕切、空
調設備工事ほか)の減価償却費の累計額

55％：公益目的保有財産に対応する部
分

30％：収益事業及び共益事業に対応す
る部分

（△ 4,300,861)



貸借対照表科目 使用目的等
什器備品 4,024,383

2,195,118

1,097,559

（合計）
什器備品減価償却累計額 △ 3,937,397

△ 2,147,671

管理業務に対応する部分15％ △ 1,073,836
（合計）

電話加入権 242,927

132,505

66,253

（合計）
差入保証金 8,437,057

4,602,031

2,301,016

（合計）
1,597,993,083

2,735,693,359

（流動負債）
未払金 9,266,537

3,490,312

124,946

7,779,593

264,372

（合計）

未払法人税等 93,472,800

未払消費税等 平成24年度消費税及び地方消費税 15,703,300

預り金 源泉所得税 230,160
市民税 177,900

（合計）
預り保険料 715,000,739

預り団体事務費等 28,463,505

873,974,164

（固定負債）
役員退職慰労引当金 5,580,000

退職給付引当金 27,789,000

受入保証金 1,860,000

35,229,000

909,203,164

1,826,490,195

場所・物量等 金額
会議用テーブルセットほか23点 公益目的保有財産であり、税務行政の

円滑な執行に寄与する事業に全体の
55％を使用している。

収益事業、共益事業及び管理業務に全
体の30％を使用している。

06-6942-2917ほか５回線 公益目的保有財産であり、税務行政の
円滑な執行に寄与する事業に全体の
55％を使用している。

収益事業及び共益事業に全体の30％を
使用している。

管理業務に全体の15％を使用してい
る。

(441,685)
近畿税理士会館・大同生命ビル10階事務所敷金 公益目的保有財産であり、税務行政の

円滑な執行に寄与する事業に全体の
55％を使用している。

管理業務に全体の15％を使用してい
る。

(7,317,060)
同上什器備品の減価償却費の累計額 55％：公益目的保有財産に対応する部

分

30％：収益事業及び共益事業に対応す
る部分

（△ 7,158,904)

福祉制度運営事業における委託費等の
未払金　15口

図書の発行、不動産の賃貸及び事務受
託事業における印刷費等の未払金　8
口

納税協会の組織強化に資する事業にお
ける委託費等の未払金　11口

収益事業及び共益事業に全体の30％を
使用している。

管理業務に全体の15％を使用してい
る。

(15,340,104)
固定資産合計

資産合計

税務行政の円滑な執行に寄与する事業
における印刷費等の未払金　20口

(408,060)
大同生命保険㈱及びＡＩＵ保険会社 福祉制度運営事業における経営者大型

総合保障制度及びビジネスガードの保
険料預り分

83納税協会 福祉制度運営事業における経営者退職
年金制度・ビジネスガード等の事務費
預り分

流動負債合計

管理業務における福利厚生費等の未払
金　8口

(20,925,760)

平成24年度法人税、復興特別法人税、
法人住民税、法人事業税及び地方法人
特別税

役職員ほか
役職員

固定負債合計

負債合計

正味財産合計

役員に対するもの 常勤役員１名に対する役員退職慰労金
の支払いに備えたもの

職員に対するもの 職員７名に対する退職金の支払いに備
えたもの

不動産賃貸事業における別館１階の敷
金預り分


