
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 191,277,623

　 （株）三菱東京UFJ銀行　新宿西支店 同上 177,821

（株）三井住友銀行 新宿西口支店 同上 5,033,257

（株）三井住友銀行 名古屋駅前支店 同上 218,729

（株）北洋銀行 札幌西支店 同上 467,690

中央三井信託銀行（株） 福岡天神支店 同上 812,516

（株）新生銀行 広島支店 同上 681,673

中央三井信託銀行（株） 大阪支店 同上 5,600,766

（株）百十四銀行 高松支店 同上 353,820

（株）三菱東京UFJ銀行 仙台中央支店 同上 155,248

（株）みずほ銀行　仙台支店 同上 1,000

（株）みずほ銀行　大宮支店 同上 474,118

（株）北國銀行 金沢駅前支店 同上 216,930

みずほ信託銀行（株） 新宿支店 同上 315,283

（株）三菱UFJ信託銀行 新宿支店 同上 280,444

三井住友信託銀行（株） 新宿支店 同上 89,159

三井住友信託銀行（株） 新宿西口支店 同上 91,209

<現金預金計> 206,247,286

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 235,586

<未収金計> 235,586

前払費用 新宿モノリス株式会社他8ヶ所 東京本部他8ヶ所の事務所賃料・共益費・看板料4月分 11,381,910

<前払費用計> 11,381,910

217,864,782
(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

（株）三菱UFJ信託銀行 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40名及び役員（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

107,139,914

定期預金（（株）三菱東京UFJ銀行新宿西支店） 同上 92,660,000

役員退職慰労引当資産 定期預金（（株）三菱東京UFJ銀行新宿西支店） 同上 2,340,000

<特定資産計> 202,139,914

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) 30,400,464

うち公益目的保有財産 26,752,408

うち管理業務に使用する財産 3,648,056

住友生命名古屋ビル内部造作2件(名古屋支部) 公益目的保有財産 1,022,752

札幌弁護士会館内部造作2件(札幌支部) 同上 3,697,455

福岡天神フコク生命ビル内部造作3件(福岡支部) 同上 3,152

NREG広島立町ビル内部造作3件(広島支部) 同上 20,963

小寺プラザビル内部造作5件(大阪支部) 同上 1,461,874

香川県弁護士会館内部造作1件(高松支部) 同上 210,000

仙台三菱ビル内部造作2件(仙台支部) 同上 269,850

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 402,022

金沢フコク生命駅前ビル内部造作3件(金沢相談室) 同上 138,732

<建物附属設備計> 37,627,264
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什器備品 書架、ラック等(本部) (共用財産) 3,749,857

うち公益目的保有財産 3,411,683

うち管理業務に使用する財産 338,174

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 110,421

待合室用椅子、シュレッダー(札幌支部) 同上 124,373

カーペット、シュレッダー(福岡支部) 同上 7,897

カーペット、シュレッダー(広島支部) 同上 7,897

事務室パーテーション、受付スペース一式等(大阪支部) 同上 266,681

電話設備及び同工事一式(高松支部) 同上 1

電話設備、シュレッダー(仙台支部) 同上 7,897

外部サイン工事、待合室用椅子(さいたま相談室) 同上 20,475

ノートPC(金沢相談室) 同上 1

<什器備品計> 4,295,500

リース資産 仮想化サーバー一式 公益目的保有財産 16,275,656

弁護士用デスクトップパソコン35台(全拠点) 同上 1,640,520

<リース資産計> 17,916,176

電話加入権 32回線(本部・全支部・全相談室) (共用財産) 2,210,369

うち公益目的保有財産 2,050,623

うち管理業務に使用する財産 159,746

<電話加入権計> 2,210,369

ソフトウェア 予約管理システム 公益目的保有財産 1,890,000

新判例紹介検索システム(リニューアル) 同上 14,590,625

会計システム 管理業務に使用する財産 147,840

予約管理システム(改修) 公益目的保有財産 1,199,940

相談業務管理システム(改修) 同上 3,150,000

相談業務管理システム(弁護士システム改修) 同上 3,265,886

<ソフトウェア計> 24,244,291

敷金 (共用財産) 47,635,776

うち公益目的保有財産 41,919,483

うち管理業務に使用する財産 5,716,293

公益目的保有財産 15,860,400

同上 2,802,000

同上 10,694,760

同上 8,743,434

同上 10,475,671

同上 3,297,050

同上 4,187,520

同上 4,205,655

同上 6,262,440

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

<敷金計> 116,153,718

<その他固定資産計> 202,447,318

434,587,232

652,452,014

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

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

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(仙台三菱ビル4階)
千歳興産株式会社

固定資産合計

資産合計
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(流動負債) 未払金 平成24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

29,108,475

平成24年度末退任役員・審査員退任功労金 公益目的事業に従事する審査員の退任功労金 600,000

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

36,736,845

新宿年金事務所 社会保険料2月分(事業主負担分) 2,149,510

NTT東日本・西日本(福岡・広島支部、さいたま・金沢相談室) 光回線利用料及びADSL利用料 33,214

全国合同会議テープ反訳料 3月に開催した全国審査員・嘱託弁護士合同会議の録
音テープ反訳料

100,800

千歳興産株式会社 仙台支部事務所の移転に伴う原状回復費用 4,263,000

<未払金計> 72,991,844

未払費用 株式会社セイビ他7ヶ所 本部事務所他7ヶ所の清掃料3月分 551,752

新宿年金事務所 職員46名の賞与引当金にかかる社会保険料
(事業主負担分)

2,381,489

<未払費用計> 2,933,241

未払法人税等 都道府県10ヶ所及び9市町村(本部・支部所在地) 平成24年分法人住民税 713,500

<未払法人税等計> 713,500

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300名) 3,869,086

職員に対するもの 特別徴収住民税　3月分 869,800

職員に対するもの 社会保険料2月分(職員負担分) 2,953,804

<預り金計> 7,692,690

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

16,735,549

<賞与引当金計> 16,735,549

101,066,824

(固定負債) リース債務 仮想化サーバー一式 公益目的事業の用に供している機器の債務 16,864,680

デスクトップパソコン35台 同上 1,749,888

<リース債務計> 18,614,568

長期未払金 役員・審査員退任功労金 公益目的事業の用に供している役員・審査員の退任功
労金

13,450,000

<長期未払金計> 13,450,000

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

199,799,914

<退職給付引当金計> 199,799,914

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

2,340,000

<役員退職慰労引当金計> 2,340,000

234,204,482

335,271,306

317,180,708
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固定負債合計
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