
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 483,544
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 681,848,507
　　　　　 みずほ銀行天満橋支店ほか32金融機関 173,124

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 201,255,777
定期預金 大和ネクスト銀行  1口座3口 運転資金として 400,000,000

（合計）
有価証券 運転資金として使用する短期運用資産 10,315,058

運転資金として使用する短期運用資産 10,185,387
（合計）

未収金 220,000

9,979,996

（合計）

1,314,461,393
（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 △ 9,257,955

△ 45,672,578

△ 6,789,167

（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 4,760,206

23,483,680

3,490,817

（計）
4,497,749

22,188,898

3,298,350

（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）

定期預金 500,000,000

投資有価証券 50,000,000

(29,984,997)

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。

大阪市中央区大手前1-5-33

岩手県平成27年度第6回公募公債

(61,719,700)

(14,850,000)

不動産賃貸事業に全体の74％を使用して
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13回大阪府債 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。

1･4･5･6階355.287㎡（74%）：不動産賃貸
事業の使用に対応する資産である。

同上建物の減価償却費の累計額

4階54.686㎡（11％）：管理業務の施設に
対応する資産である。

4階54.686㎡（11％)：管理業務の施設に
対応する部分である。

6階71.972㎡（15％）：税務行政の円滑な
執行に寄与する事業の施設に対応する部
分である。

1･4･5･6階355.287㎡（74%）：不動産賃貸
事業の使用に対応する資産である。

4階54.686㎡（11％）：管理業務の施設に
対応する資産である。

(20,500,445)

(31,734,703)
第145回利付国債

同上建物の建て替え積立資産で、資産
取得資金として管理している資産であ
る。

6階71.972㎡（15％）：税務行政の円滑な
執行に寄与する事業の施設に対応する部
分である。

同上建物の建て替え積立資産で、資産
取得資金として管理している資産であ
る。

財　産　目　録

令和２年３月31日現在

現金　手元保管

福祉制度運営事業における保険料収納専
用口座

大阪市中央区大手前1-5-33（公益社団法人東納
税協会との共有ビルで、名称は別館である。）

（△ 61,719,700)

税務行政の円滑な執行に寄与する事業に
おける広告料の未収金

福祉制度運営事業における保険料の未収
金　28口分

1･4･5･6階355.287㎡：他法人への事務所
等の賃貸として、全体の74％を不動産賃
貸事業に使用している。

1･4･5･6階355.287㎡（74%)：不動産賃貸
事業の使用に対応する部分である。

(88,092,328)

流動資産合計

床面積481.945㎡

6階71.972㎡（15％)：税務行政の円滑な
執行に寄与する事業の施設に対応する部
分である。

4階54.686㎡：管理業務の施設として、全
体の11％を使用している。

(単位：円)
場所・物量等

鉄筋コンクリート造7階建（搭屋を含む。）

金額

浜松市平成24年度第1回公募公債

(10,199,996)

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
施設として、全体の15％を使用してい
る。

(1,283,760,952)



貸借対照表科目 使用目的等
投資有価証券 79,556,655

50,000,000

99,487,943

200,000,000

9,999,271

100,000,000

100,000,000

50,000,000

100,000,000

102,962,402

（合計）
（基本財産合計）

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　 638,000

348,000

174,000

（計）
退職給付引当資産 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行谷町支店　 7,541,050

4,113,300

2,056,650

（計）
受入保証金引当資産 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行谷町支店　 1,860,000

（特定資産合計）
その他の固定資産
建物 748,242

3,691,327

管理業務に全体の11％を使用している。 548,711
（計）

3,987,500

2,175,000

管理業務に全体の15％を使用している。 1,087,500
（計）

（合計）
建物減価償却累計額 △ 450,348

△ 2,221,722

11％：管理業務に対応する部分である。 △ 330,255
（計）

(13,711,000)

税務行政の円滑な執行に寄与する事業に
おける職員退職金の支払財源（全体の
55％）として、積み立てている。

管理業務における職員退職金の支払財源
（全体の15％）として、積み立ててい
る。

退職給付引当金（職員6名）に対応す
る引当資産である。

(4,988,280)

(12,238,280)
(7,250,000)

同上建物（建物附属設備 別館の間仕切、空調
設備ほか)の減価償却費の累計額

15％：税務行政の円滑な執行に寄与する
事業に対応する部分である。

建物附属設備　事務所の間仕切、空調設備工事
ほか

（△ 3,002,325)

収益事業及びその他の事業における役員
退職慰労金の支払財源（全体の30％）と
して、積み立てている。

収益事業及びその他の事業における職員
退職金の支払財源（全体の30％）とし
て、積み立てている。

金額

運用益を管理業務の財源として使用して
いる。

建物附属設備　別館の間仕切、空調設備ほか

第13回静岡県債

役員退職慰労引当金（常勤役員1名）
に対応する引当資産である。

第20回兵庫県債

不動産賃貸事業の受入保証金に対応する
引当資産である。

第22-8回大阪市債

第12回大阪府債

運用益を管理業務の財源として使用して
いる。

(16,731,000)

運用益を管理業務の財源として使用して
いる。

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。

管理業務における役員退職慰労金の支払
財源（全体の15％）として、積み立てて
いる。

(1,160,000)

税務行政の円滑な執行に寄与する事業に
おける役員退職慰労金の支払財源（全体
の55％）として、積み立てている。

(1,544,948,599)

運用益を管理業務の財源として使用して
いる。

第11回大阪府債

場所・物量等

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

(942,006,271)

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344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。

運用益を管理業務の財源として使用して
いる。

運用益を管理業務の財源として使用して
いる。

第16回北九州市債

運用益を管理業務の財源として使用して
いる。

平成25年度第1回堺市債

不動産賃貸事業に全体の74％を使用して
いる。

収益事業及びその他の事業に全体の30％
を使用している。

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。

74％：不動産賃貸事業の使用に対応する
部分である。



貸借対照表科目 使用目的等
建物減価償却累計額 △ 3,678,252

△ 2,006,318

15％：管理業務に対応する部分である。 △ 1,003,157
（計）

（合計）
什器備品 4,024,383

2,195,118

管理業務に全体の15％を使用している。 1,097,559
（合計）

什器備品減価償却累計額 △ 4,024,368

△ 2,195,112

15％：管理業務に対応する部分である。 △ 1,097,556
（合計）

電話加入権 242,927

132,505

管理業務に全体の15％を使用している。 66,253
（合計）

差入保証金 8,437,057

4,602,031

2,301,016

（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 7,097,800

（その他の固定資産合計）
1,587,107,440
2,901,568,833

（流動負債）
未払金 1,337,698

1,634,388

17,044

3,315,108

51,142

（合計）
未払法人税等 77,424,300

未払消費税等 107,676

26,811,424

（合計）

前受金
不動産賃貸事業における令和2年4月分受
取賃貸料　3口

531,850

預り金 171,176

93,370

46,684

（合計）
預り保険料 623,843,725

預り団体事務費等 67,481,692

802,867,277

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。

30％：収益事業及びその他の事業に対応
する部分である。

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％
を差し入れている。

金額

(441,685)

（△ 7,317,036)

(7,317,060)

場所・物量等
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％：税務行政の円滑な執行に寄与する
事業に対応する部分である。

会議用テーブルセットほか23点

（△ 6,687,727)

06-6942-2917ほか5回線

30％：収益事業及びその他の事業に対応
する部分である。

収益事業及びその他の事業に全体の30％
を使用している。

流動負債合計

収益事業及びその他の事業に対応する部
分の常勤役職員の源泉所得税及び市民税

収益事業及びその他の事業に全体の30％
を差し入れている。

大同生命保険㈱及びＡＩG損害保険㈱

管理業務における賃借料等の未払金 3口

税務行政の円滑な執行に寄与する事業に
おける広報費等の未払金 5口

固定資産合計

同上什器備品の減価償却費の累計額

83納税協会

資産合計

令和元年度法人税、法人住民税、法人事
業税及び地方法人特別税

管理業務に対応する部分の常勤役職員の
源泉所得税及び市民税

55％：税務行政の円滑な執行に寄与する
事業に対応する部分である。

収益事業及びその他の事業に全体の30％
を使用している。

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。

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

税務行政の円滑な執行に寄与する事業に
対応する部分の常勤役職員の源泉所得税
及び市民税

図書の発行、不動産の賃貸及び事務受託
事業における賃借料等の未払金 3口

(26,919,100)

税務行政の円滑な執行に寄与する事業に
おける令和元年度消費税及び地方消費税

収益事業における令和元年度消費税及び
地方消費税

(6,355,380)

管理業務に全体の15％を差し入れてい
る。

福祉制度運営事業における委託費等の未
払金87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 5口

（△ 9,690,052)

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

(25,427,841)

(15,340,104)

(311,230)



貸借対照表科目 使用目的等
（固定負債）

役員退職慰労引当金 638,000

348,000

15％：管理業務に対応する部分である。 174,000
（合計）

退職給付引当金 7,541,050

4,113,300

15％：管理業務に対応する部分である。 2,056,650
（合計）

受入保証金 1,860,000

16,731,000
819,598,277

2,081,970,556正味財産合計

固定負債合計
負債合計

不動産賃貸事業における別館1階の敷金預
り分

30％：収益事業及びその他の事業に対応
する部分である。

職員7名に対する退職金の支払いに備えたもの 55％：税務行政の円滑な執行に寄与する
事業に対応する部分である。

場所・物量等

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

55％：税務行政の円滑な執行に寄与する
事業に対応する部分である。

30％：収益事業及びその他の事業に対応
する部分である。

(13,711,000)

(1,160,000)

金額


