
 場所・物量等  使用目的等

（流動資産）

現金預金  普通預金

 三菱東京ＵＦＪ銀行・市ヶ谷支店  運転資金として 959,709,874

 みずほ銀行・市ヶ谷支店  同上 1,574,874

 三井住友信託銀行・本店営業部  同上 2,254,119

普通預金計  963,538,867

 別段預金

 三井住友信託銀行・年金信託部  日歯年金管理口座 4,196,000

 郵便貯金

 振替貯金  運転資金として 3,617,979

 現金預金計 971,352,846

未収金  佐々木広告社他  広告料他 72,903,157

未収収益  国債の受取利息  利付国債の利息の未収分他 245,433,161

貯蔵品  会員バッジ他  会員バッジ他の保管分 6,798,318

仮払金  学会連合仮払 466,947

前払費用  損保ジャパン他  役員傷害保険料他 8,433,551

有価証券  金銭信託  運転資金として 399,896,431

流動資産合計 1,705,284,411

(固定資産)

  特定資産 建物  「歯科医師会館」
 共用財産である公益目的保有財産であり、公益
目的事業、管理運営及び収益事業の用に供して
いる。

711,249,464

 鉄骨鉄筋コンクリート造り地下1階,地上10階,塔
屋1階

 東京都千代田区九段北４丁目１番20号

構築物  舗装道路他  同上 692,376

学術大会積立金積立資産  大口定期預金

 三菱東京ＵＦＪ銀行・市ヶ谷支店

 公益目的保有財産であり、運用益を医道の高
揚、国民歯科医療の確立、公衆衛生・歯科保健
の啓発、並びに歯科医学の進歩発展を図り、国
民の健康と福祉を増進する事業の財源として使
用している。

120,000,000

 みずほ信託銀行・本店  同上 130,000,000

250,000,000

国際学術交流基金積立資産  普通預金

 三菱東京ＵＦＪ銀行・市ヶ谷支店

 公益目的保有財産であり、運用益を医道の高
揚、国民歯科医療の確立、公衆衛生・歯科保健
の啓発、並びに歯科医学の進歩発展を図り、国
民の健康と福祉を増進する事業の財源として使
用している。

16,039,923

 投資有価証券（国債）

 第２９９回１０年利付国債  同上 99,987,100

 第１０８回２０年利付国債  同上 107,807,671

223,834,694

福祉共済保険基金  普通預金

 三菱東京ＵＦＪ銀行・市ヶ谷支店
 公益目的保有財産であり、福祉共済保険の財源
として使用している。

827,274,655

 三井住友信託銀行・本店営業部  同上 437,177,778

 大口定期預金

 三菱東京ＵＦＪ銀行・市ヶ谷支店  同上 50,000,000

 金銭信託

 みずほ信託銀行・本店  同上 1,100,345,982

 三井住友信託銀行・本店営業部  同上 1,400,000,000

 投資有価証券（国債）

 第１０９回５年利付国債  同上 100,620,000

 第１１９回５年利付国債  同上 99,857,000

 第１２１回５年利付国債  同上 49,965,700

 第２９６回１０年利付国債  同上 1,460,930,685

 第３３３回１０年利付国債  同上 212,000,000

 第３３４回１０年利付国債  同上 100,000,000

 第３３５回１０年利付国債  同上 99,517,200

 第３３７回１０年利付国債  同上 599,389,250

 第５０回２０年利付国債  同上 2,422,916,610

 第５１回２０年利付国債  同上 483,019,811

 第５２回２０年利付国債  同上 530,400,064

 第５３回２０年利付国債  同上 1,437,053,590

 第５５回２０年利付国債  同上 386,621,248

 第６０回２０年利付国債  同上 498,433,146

 第１３８回２０年利付国債  同上 501,086,990
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 第１４３回２０年利付国債  同上 1,788,040,092

 第１４４回２０年利付国債  同上 99,518,704

 第１４５回２０年利付国債  同上 800,514,049

 第１４６回２０年利付国債  同上 296,619,540

 第１５１回２０年利付国債  同上 199,850,000

 第１５２回２０年利付国債  同上 199,772,000

 第１５５回２０年利付国債  同上 299,015,462

 第９回３０年利付国債  同上 1,390,437,561

 第１０回３０年利付国債  同上 495,938,498

18,366,315,615

年金保険基金  指定金銭信託（三井住友信託銀行他１社）
 公益目的保有財産であり、年金保険事業の財源
として使用している。

158,054,823,307

 特定金銭信託（東京海上ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ投信株
式会社他５社）

 同上 70,439,760,928

228,494,584,235

退職給付引当資産  投資有価証券（国債）

 第２９６回１０年利付国債
 役職員に対する退職慰労金・退職金の支払いに
備えたもの

159,504,325

 第１０７回２０年利付国債  同上 693,873,260

853,377,585

歯科医師会館修繕資金積立資産  普通預金

 三菱東京ＵＦＪ銀行・市ヶ谷支店
 「歯科医師会館」改修修繕等の支払いに備えた
もの

80,626,816

 大口定期預金  

 みずほ信託銀行・本店  同上 200,000,000

 金銭信託

 みずほ信託銀行・本店  同上 300,000,000

 投資有価証券（国債）

 第２９６回１０年利付国債  同上 241,682,619

 第５０回２０年利付国債  同上 289,267,010

 第５９回２０年利付国債  同上 778,280,387

 第６０回２０年利付国債  同上 1,231,206,807

 第６１回２０年利付国債  同上 393,589,120

 第１３８回２０年利付国債  同上 501,086,990

4,015,739,749

252,915,793,718

その他固定資産 建物  冷暖房通風設備他
 共用財産である公益目的保有財産であり、公益
目的事業、管理運営及び収益事業の用に供して
いる。

292,388,352

構築物  屋外屋根他  同上 190,261

車両運搬具  移動歯科診療車１台
 公益目的保有財産であり、震災等災害対応のた
め保有している。

13

器具・備品  電気通信機器他
 共用財産である公益目的保有財産であり、公益
目的事業、管理運営及び収益事業の用に供して
いる。

106,864,905

土地　  東京都千代田区九段北４丁目１番20号  同上 12,500,000

リース資産　  コンピュータ、複合印刷機  同上 20,180,209

電話加入権　　  3262－1141他18本  同上 38,000

電気通信設備利用権　　  7階専用回線  同上 70,729

投資有価証券  第２９６回１０年利付国債
 満期保有目的で保有し運用益を法人管理の財
源に使用している。

362,597,871

ソフトウェア  会館内ネットワークシステム他
 共用財産である公益目的保有財産であり、公益
目的事業、管理運営及び収益事業の用に供して
いる。

10,189,724

長期立替払金  580件
 公益目的保有財産であり、福祉共済保険に供し
ている。

345,727,500

長期前払金  648件  同上 1,018,066,300

長期高齢者前払金  1,122件  同上 1,119,086,500

貸倒引当金  債権の貸倒に備えたもの △ 38,158,800

3,249,741,564

固定資産合計 256,165,535,282

　　資産合計 257,870,819,693

 

（流動負債）

未払金　  年金保険の委託手数料他  年金保険事業の委託手数料等の未払い分他 304,520,756

前受金   次年度の福祉共済保険料等前受け分 211,000

預り金  源泉所得税等 10,881,913

仮受金  年金給付預り等  年金保険料等の仮受け分 13,635,558

リース債務  印刷機・複合印刷機リース料  リース物件に係る債務 9,138,927

未払法人税等  法人税等の未払額 557,700

未払消費税等  消費税等の未払額 3,958,600

支払備金  福祉共済保険及び年金保険給付金の未払い分 3,229,293,871

賞与引当金  職員の夏季賞与の支払いに備えたもの 33,641,671
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役員賞与引当金  役員の夏季賞与の支払いに備えたもの 10,318,000

流動負債合計 3,616,157,996

（固定負債） リース債務  印刷機・複合印刷機リース料 リース物件に係る債務 11,670,744

退職給付引当金 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの 503,329,470

役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの 22,950,000

責任準備金 福祉共済保険及び年金保険の支払いに備えたもの 315,741,430,085

価格変動準備金 福祉共済保険基金の価格変動に備えたもの 20,330,593

固定負債合計 316,299,710,892

　　負債合計 319,915,868,888

　　正味財産 △ 62,045,049,195
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