財 産 目 録
（２０２１年３月３１日現在）
公益社団法人 経済同友会

（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）
現金預金

小口現金
手許有高

小口経費の支払用として

105,877

当座預金
三菱ＵＦＪ銀行 丸の内支店

事業費、管理費、大口支払用の口座として

8,660,788

普通預金

仮払金

みずほ銀行 東京中央支店

会費入金用口座として

三菱ＵＦＪ銀行 丸の内支店

会費入金用口座として

三菱ＵＦＪ銀行 新丸の内支店

小口現金用の資金口座として

ゆうちょ銀行 本店

会費入金用口座として

三菱ＵＦＪ銀行 丸の内支店

受取配当金、債券の利金の入金口座として

みずほ銀行 丸の内中央支店

配当金の入金口座として

三井住友銀行 東京営業部

会費入金用口座として

諸会合費立替他

政策調査事業費の分担金等の立替
国際事業費の分担金等の立替
政策広報活動事業費の分担金等の立替
研究事業費の分担金等の立替
会員管理事業費の分担金等の立替
法人会計の分担金等の立替

27,751,407
76,149,730
1,970,747
18,591,741
12,141,401
3,296,652
26,799,138
14,856
1,150,411
51,411
22,340
1,608
21,966
176,730,073

流動資産合計
（固定資産）
基本財産
基本財産維持預金

普通預金

公益目的事業遂行のために保有する基本財産

三菱ＵＦＪ銀行 丸の内支店

の普通預金及び定期預金である。

定期預金

運用益は、公益目的事業に使用している。

160,000,000
27,454,151
160,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行 丸の内支店
三井住友銀行 東京営業部
みずほ銀行 丸の内中央支店

投資有価証券

公社債

公益目的事業遂行のために保有する基本財産

利付国債（１０年）第３１３回 外９銘柄

の株式及び公社債である。

株式

運用益は、公益目的事業に使用している。

役員退職慰労引当資産

普通預金
みずほ銀行 丸の内中央支店

役員に対する退職慰労金の支払いに備えたも
の。

みずほ銀行 東京中央支店

退職給付引当資産

普通預金
みずほ銀行 丸の内中央支店

553,505,945
675,906,888

トヨタ自動車㈱ 外２１銘柄
特定資産

106,433,916

職員に対する退職金の支払いに備えたもの。

20,460,514
86

52,163,265

投資有価証券

150,592,514

第５５回(株)日本政策投資銀行社債
減価償却引当資産

普通預金

公益目的事業、共通事業、管理目的に必要な

三菱ＵＦＪ銀行 丸の内支店

事業の業務又は活動に必要な固定資産を将来

105,422,946

取得するために積み立てている資産である。

公益目的事業資産

普通預金

公益目的事業の運営のために保有する普通預金。

みずほ銀行 丸之内支店

運用益は、公益目的事業に使用している。

みずほ銀行 東京中央支店
みんなで描くみんなの未来

普通預金

プロジェクト事業資金

みずほ銀行 丸之内支店

みんなで描くみんなの未来プロジェクトの事業
活動のために保有する普通預金。

建物附属設備

事務局等の内装設備等

（共用財産） ４，５６６，０４８円

97,110,730
563

9,079,682

その他固定資産
公益目的事業財産 ６９％
共益事業財産 １２％
管理目的財産 １９％

什器備品

パソコン他

（共用財産）５，６６８，１７８円
公益目的事業財産 ６９％
共益事業財産 １２％
管理目的財産 １９％

HDﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ一式 HDRAX2000H

3,150,573
547,926
867,549

政策広報活動事業の為の資産

3,911,043
680,181
1,076,954
1

財 産 目 録
（２０２１年３月３１日現在）
公益社団法人 経済同友会

（単位：円）

貸借対照表科目
ソフトウェア

場所・物量等
システムソフト他

使用目的等
公益目的事業財産 ６９％
共益事業財産 １２％
管理目的財産 １９％

商標権

敷金

IPPO IPPO NIPPONロゴマーク

政策広報活動事業活動に必要な財産

みんなで描くみんなの未来プロジェクトのロゴマーク

政策広報活動事業活動に必要な財産

ラウンドテーブルのロゴマーク

政策調査事業活動に必要な財産

日本工業倶楽部

（共用財産） ６８，１１７，４００円
公益目的事業財産 ６８．４８％
共益事業財産 １１．０９％
管理目的財産 ２０．４３％

保証金

三菱地所プロパティマネジメント㈱

金

額

（共用財産） １２，８７１，００１円

8,880,991
1,544,520
2,445,490
10,500
1,427,789
105,678

46,646,795
7,554,220
13,916,385

事業運営上必要な借用駐車場
（共用財産） ９６０，０００円
公益目的事業財産 ６５％
共益事業財産 ５％
管理目的財産 ３０％

日本交通㈱

624,000
48,000
288,000

事業運営上必要なタクシーチケット予納金
（共用財産） ３００，０００円
公益目的事業財産 ６９％
共益事業財産 １２％
管理目的財産 １９％

長期前払費用

同友クラブ

パレスビル入館カード保証金

アイケイワークス㈱

事務局内の無線ＬＡＮ設備のライセンス及び
サポート費用の前払い

207,000
36,000
57,000
4,160

（共用財産） ４１８，０７４円
公益目的事業財産 ６９％
共益事業財産 １２％
管理目的財産 １９％

288,471
50,169
79,434
2,212,580,029
2,389,310,102

固定資産合計
資産合計
（流動負債）
未払金

6,436,150
1,443,800
1,218,673

役職員

賞与引当金に対応する社会保険料相当額

麹町税務署

確定消費税

役職員 他

公益目的事業費等の立替経費 等

役職員

源泉所得税、住民税、社会保険料

講師・弁護士 他

源泉所得税

会員

基本財産維持会費

全国経済同友会

全セミ繰越金

4,142,753
159,193
400,000
990,887

前受金

会員

2021年度通常会費 等

2,903,000

賞与引当金

役職員

役職員に対する賞与支給見込みのうち当期

預り金

49,458,100

に帰属する金額

67,152,556

流動負債合計
（固定負債）

固定負債合計
負債合計
正味財産

役員退職慰労引当金

役員

当期末日時点の退職慰労金の引当である。

退職給付引当金

職員

当期末日時点の退職金の引当である。

20,460,600
260,244,958
280,705,558
347,858,114
2,041,451,988

