
場所・物量等 使用目的等 金額

円

(流動資産) 預金 普通預金

（株）みずほ銀行　新宿新都心支店 運転資金として 299,700,486

　 （株）三菱東京UFJ銀行　新宿西支店 同上 258,885

（株）三井住友銀行 新宿西口支店 同上 5,642,264

（株）三井住友銀行 名古屋駅前支店 同上 159,859

（株）北洋銀行 札幌西支店 同上 1,235,798

三井住友信託銀行（株） 福岡天神支店 同上 536,131

（株）新生銀行 広島支店 同上 609,207

三井住友信託銀行（株） 大阪中央支店 同上 7,238,531

（株）百十四銀行 高松支店 同上 346,135

（株）みずほ銀行　仙台支店 同上 159,629

（株）みずほ銀行　大宮支店 同上 426,217

（株）北國銀行 金沢駅前支店 同上 346,662

（株）静岡銀行 呉服町支店 同上 509,113

みずほ信託銀行（株） 新宿支店 同上 368,188

三菱UFJ信託銀行（株） 新宿支店 同上 368,672

三井住友信託銀行（株） 新宿支店 同上 164,784

三井住友信託銀行（株） 新宿西口支店 同上 167,035

<現金預金計> 318,237,596

未収金 みずほ信託銀行(株) 新宿支店他3行 基本財産の受取利息未収金 10,333

<未収金計> 10,333

前払費用 新宿モノリス株式会社他10ヶ所 東京本部他10ヶ所の事務所賃料・共益費・看板料4月
分

11,970,766

<前払費用計> 11,970,766

330,218,695
(固定資産)

基本財産 定期預金 みずほ信託銀行(株) 新宿支店 公益目的保有財産であり、運用益は公益目的事業の
財源として使用している。

10,000,000

三菱UFJ信託銀行（株） 新宿支店 同上 10,000,000

三井住友信託銀行（株） 新宿支店 同上 5,000,000

三井住友信託銀行（株） 新宿西口支店 同上 5,000,000

<基本財産計> 30,000,000

特定資産 退職給付引当資産 定期預金（（株）みずほ銀行新宿新都心支店） 職員43名に対する退職給付の支給に備えるもの。公益
目的事業、管理費にまたがる共用資産

112,980,166

定期預金（（株）三菱東京UFJ銀行新宿西支店） 同上 87,980,000

役員等退職慰労引当資産 定期預金（（株）三菱東京UFJ銀行新宿西支店） 役員（常勤理事）に対する退職給付の支給に備えるも
の。公益目的事業、管理費にまたがる共用資産

7,020,000

定期預金（（株）三井住友銀行　新宿西口支店） 審査員及び役員20名への退職慰労金(旧制度)に基づ
く退職給付の支給に備えるもの。公益目的事業、管理
費にまたがる共用資産

9,400,000

事務所移転費用積立資産 定期預金（（株）三井住友銀行　新宿西口支店） 支部及び相談室の事務所拡張・移転に備えるための資
金として管理している資産

63,800,000

<特定資産計> 281,180,166

建物附属設備 新宿モノリスビル内部造作10件(本部) (共用財産) 20,446,098

うち公益目的保有財産 18,401,489

うち管理業務に使用する財産 2,044,609

住友生命名古屋ビル内部造作6件(名古屋支部) 公益目的保有財産 2,901,470

札幌弁護士会館内部造作2件(札幌支部) 同上 1,006,829

福岡天神フコク生命ビル内部造作5件(福岡支部) 同上 1,730,408

NREG広島立町ビル内部造作2件(広島支部) 同上 4,096

小寺プラザビル内部造作8件(大阪支部) 同上 7,849,265

香川県弁護士会館内部造作1件(高松支部) 同上 42,001

仙台第一生命タワービルディング内部造作7件(仙台支部) 同上 4,184,102

太陽生命大宮吉敷町ビル内部造作6件(さいたま相談室) 同上 85,042

金沢フコク生命駅前ビル内部造作3件(金沢相談室) 同上 33,005

三井生命静岡駅前ビル内部造作4件(静岡相談室) 同上 7,024,723

<建物附属設備計> 45,307,039

その他固定
資産

流動資産合計

財　産　目　録
平成29年3月31日現在

公益財団法人 交通事故紛争処理センター
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什器備品 書架、ラック、サーバー等(本部) (共用財産) 31,338,033

うち公益目的保有財産 30,991,349

うち管理業務に使用する財産 346,684

書類保管庫、待合室呼び出し装置等(名古屋支部) 公益目的保有財産 615,900

待合室用椅子(札幌支部) 同上 20,674

カーペット、シュレッダー、AED一式(福岡支部) 同上 419,880

カーペット、シュレッダー、スライドキャビネット(広島支部) 同上 352,299

テーブル・椅子、案内看板、シュレッダー(大阪支部) 同上 3

AED一式(高松支部) 同上 260,647

シュレッダー、キャビネット、緊急通報装置、書庫(仙台支部) 同上 311,684

外部サイン工事、待合室用椅子(さいたま相談室) 同上 4,103

キャビネット、AED一式(静岡相談室) 同上 643,645

<什器備品計> 33,966,868

リース資産 事務局用デスクトップPC29台 (共用財産) 1,800,900

うち公益目的保有財産 1,527,039

うち管理業務に使用する財産 273,861

事務局・相談室用ノートPC9台、デスクトップPC49台 同上 3,917,700

<リース資産計> 5,718,600

電話加入権 32回線(本部、全支部、さいたま・金沢相談室) (共用財産) 48,000

うち公益目的保有財産 44,580

うち管理業務に使用する財産 3,420

<電話加入権計> 48,000

ソフトウェア 相談業務管理システム(弁護士システム改修) 公益目的保有財産 2,921,103

新判例紹介検索システム(改修) 同上 3,231,990

BOツール(バージョンアップ) 同上 1,511,640

<ソフトウェア計> 7,664,733

敷金 (共用財産) 47,635,776

うち公益目的保有財産 42,872,198

うち管理業務に使用する財産 4,763,578

公益目的保有財産 15,860,400

同上 2,802,000

同上 9,492,760

同上 8,743,434

同上 10,475,671

同上 3,297,050

同上 4,444,955

同上 4,117,440

金沢相談室事務所賃借関係(金沢フコク生命駅前ビル12階)
富国生命保険相互株式会社

同上 1,989,012

静岡相談室事務所賃借関係(三井生命静岡駅前ビル4階)
三井生命保険株式会社

同上 3,787,308

<敷金計> 112,645,806

<その他固定資産計> 205,351,046

516,531,212

846,749,907資産合計

固定資産合計

本部事務所賃借関係(新宿モノリス25階)
みずほ信託銀行株式会社

名古屋支部事務所賃借関係(住友生命名古屋ビル24階)
住友生命保険相互会社

札幌支部事務所賃借関係(札幌弁護士会館4階)
札幌弁護士会

福岡支部事務所賃借関係(福岡天神フコク生命ビル10階)
富国生命保険相互会社

広島支部事務所賃借関係(NREG広島立町ビル5階)
三菱UFJ信託銀行株式会社

大阪支部事務所賃借関係(小寺プラザビル4階南側)
小寺興産株式会社

高松支部事務所賃借関係(香川県弁護士会館3階)
香川県弁護士会

仙台支部事務所賃借関係(仙台第一生命タワービルディング11階)
株式会社第一ビルディング

さいたま相談室事務所賃借関係(太陽生命大宮吉敷町ビル2階)
太陽生命保険株式会社
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(流動負債) 未払金 平成28年度末退職職員 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の
退職金

7,013,334

平成28年度末退任審査員退任功労金 公益目的事業の業務に従事する審査員の退任功労金 350,000

役員・審査員・嘱託弁護士等報酬 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する役員・
審査員・嘱託弁護士報酬　3月分

35,492,000

産業医 産業医業務委託料・出張料　3月分 248,400

株式会社大塚商会 公益目的事業及び管理目的の業務に使用するＰＣ、シ
ステム、サーバー等の保守料　3月分

1,380,562

株式会社ティーケーピー 本部合同会議開催経費　3月分 122,272

新宿モノリス株式会社他10ヶ所 入居ビルの電力料・空調料・会議室使用料3月分 392,176

NTT東日本・NTT西日本 電話料金3月分 198,433

<未払金計> 45,197,177

未払費用 株式会社セイビ他7ヶ所 本部事務所他8ヶ所の清掃料　3月分 609,637

職員に対するもの 職員26名の3月分超過勤務手当 325,180

新宿年金事務所 職員55名の3月分社会保険料及び職員50名の賞与引
当金にかかる社会保険料(事業主負担分)

5,192,756

<未払費用計> 6,127,573

未払法人税等 北海道、広島県、名古屋市(支部所在地) 平成28年分法人住民税 64,700

<未払法人税等計> 64,700

預り金 役職員他 源泉所得税(職員・役員・審査員・嘱託弁護士等306名) 3,524,477

職員及び嘱託弁護士1名に対するもの 特別徴収住民税　3月分 952,600

職員に対するもの 社会保険料(雇用保険料、退職職員3月分社会保険料 929,939

<預り金計> 5,407,016

賞与引当金 職員に対するもの 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の
賞与の引当金

17,476,402

<賞与引当金計> 17,476,402

74,272,868

(固定負債) リース債務 事務局用、相談室用パソコン87台 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する機器の
債務

5,718,600

<リース債務計> 5,718,600

長期未払金 役員・審査員退任功労金 公益目的事業の業務に従事する役員・審査員の退任
功労金

9,400,000

<長期未払金計> 9,400,000

退職給付引当金 職員に対するもの 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の
退職給付金の引当金

200,960,166

<退職給付引当金計> 200,960,166

役員退職慰労引当金 役員に対するもの 公益目的事業及び管理目的の業務に従事する常勤役
員の退職慰労金の引当金

7,020,000

<役員退職慰労引当金計> 7,020,000

223,098,766

297,371,634

549,378,273

負債合計

正味財産

流動負債合計

固定負債合計
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