
科     目 当　年　度  前 年 度  増　減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

１.経常増減の部

（１）経常収益

①弁済業務保証金運用益 △86,595,692

   供託資産受取利息 △86,666,820

   供託準備有価証券等運用益

   償却原価法運用益

②弁済業務保証金準備金運用益

   準備金資産受取利息

   準備金資産投資有価証券運用益

③特定資産運用益

   特定資産受取利息

④受取入会金

   受取入会金 △1,100,000

   受取事務手数料

⑤受取会費

   受取会費

⑥受取退会等負担金 △8,770,000

   受取退会等負担金 △8,770,000

⑦弁済求償金等還付収益

   弁済求償金等還付収益

   分担金弁済不返還収益

⑧雑収益 △123,329

   受取利息 △495

   受取受講料 △84,000

   受取家賃

   雑収益 △38,834

経常収益計 △80,674,563

(２)経常費用

①事業費

(ｱ）苦情相談・解決業務費 △10,374,149

   苦情解決・研修業務委員会費（苦情）

   苦情相談・解決業務費 △10,794,454

(ｲ)研修・情報提供業務費

   苦情解決・研修業務委員会費（研修）

   研修業務費

   広報情報提供業務費

(ｳ)保証業務費 △4,588,336

   弁済業務委員会費

   弁済業務費 △5,681,625

   手付金等保管・保証業務費

   求償権行使費

(ｴ)宅建取引健全育成業務費 △24,135,579

   広報啓発委員会費 △161,134

   人材育成委員会費

   宅建取引健全育成委託費 △24,280,846

(ｵ)事業人件費 △10,377,812

   給与諸手当 △9,039,705

   雑給 △631,179

   通勤手当

   退職給付費用

   法定福利費 △2,381,883

   福利厚生費 △290,425

   退職給付支払負担金

1．令和元年度　正味財産増減計算書
平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

(単位：円)
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科     目 当　年　度  前 年 度  増　減

(単位：円)

(ｶ)事業経費

   訴訟対策費

   入退会諸用紙作成費 △223,636

   通信費

   会館建物等減価償却費

   会館修繕費

   事務用品費

   印刷費 △3,211,178

   ＯＡシステム運営費 △5,339,427

   ＯＡリース資産減価償却費

   リース支払利息

   事務機使用料

   賃借料 △63,570

   保守管理費

   水道光熱費 △541,808

   共益費

   租税公課

(ｷ)弁済金

　　弁済金

事業費計

②管理費

(ｱ)管理人件費 △10,804,847

   給与諸手当 △3,273,448

   雑給 △1,058,703

   通勤手当

   退職給付費用

   法定福利費 △625,508

   福利厚生費 △28,910

   退職給付支払負担金 △6,138,164

(ｲ)会議費 △2,285,900

   総会費 △1,810,900

   理事会費 △2,632,394

   常務理事会費 △47,651

   監査会費

   正副会長会費 △896,950

   総務委員会費 △71,091

   財務委員会費

   地方本部長会費 △405,273

   新年賀詞交歓会費

   組織整備特別委員会費

   その他会議費

(ｳ)地方本部会議費 △13,574,594

   地方総会費 △2,819,981

   幹事会費 △7,874,556

   常任幹事会費 △186,939

   監査会費 △80,295

   総務財務委員会費 △1,730,220

   業務委員会費 △30,167

   その他会議費 △852,436

(ｴ)管理費

   入会審査業務費 △252,820

   会員之証等作成費

   広報宣伝費

   その他管理業務費

   訴訟対策費 △108,000

   旅費交通費 △2,649,274
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科     目 当　年　度  前 年 度  増　減

(単位：円)

   通信費 △48,932

　 会館建物等減価償却費

   会館修繕費

   什器備品減価償却費 △21,321

   車両運搬具減価償却費 △17,699

   業務ソフト開発費償却 △35,304

   事務用品費

   印刷費 △1,668,968

   諸団体会費

   渉外費 △62,720

   慶弔費 △21,605

   顧問料・監査報酬費

   ＯＡシステム運営費 △2,288,335

   ＯＡリース資産減価償却費

   リース支払利息

   事務機使用料

   事務処理改善費

　 消耗品費 △171,718

   賃借料 △52,431

   差入保証金償却賃料

   保守管理費

   水道光熱費 △306,824

   共益費

   営繕費

   保険料 △14,551

   会費徴収事務費

   管理事務研修会費 △916,743

   租税公課

   雑費 △163,253

管理費計 △16,141,998

経常費用計 △13,220,261

評価損益等調整前当期経常増減額 △182,663,460 △115,209,158 △67,454,302

   前期有価証券等評価損益戻入 △4,940,000 △23,750,000

   準備金資産評価損益 △59,082,935 △64,022,935

評価損益等計 △64,022,935 △87,772,935

当期経常増減額 △246,686,395 △91,459,158 △155,227,237

２.経常外増減の部

（１）経常外収益

①返還不能分担金繰入収益 △11,040,902

   返還不能分担金繰入収益 △11,040,902

経常外収益計 △11,040,902

（２）経常外費用

①除却・評価損

   会館附属設備等除却損

   什器備品除却損

   電話加入権除却損

   電話加入権評価損

経常外費用計

当期経常外増減額 △20,302,786

他会計振替額

当期一般正味財産増減額 △203,163,241 △27,633,218 △175,530,023

一般正味財産期首残高 △27,633,218

一般正味財産期末残高 △203,163,241

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高 △203,163,241
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Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部
（１）経常収益
①弁済業務保証金運用益
   供託資産受取利息
   供託準備有価証券等運用益
   償却原価法運用益
②弁済業務保証金準備金運用益
   準備金資産受取利息
   準備金資産投資有価証券運用益

③特定資産運用益
   特定資産受取利息
④受取入会金
   受取入会金
   受取事務手数料
⑤受取会費
   受取会費
⑥受取退会等負担金
   受取退会等負担金
⑦弁済求償金等還付収益
   弁済求償金等還付収益
   分担金弁済不返還収益
⑧雑収益 ( 198,400 )
   受取利息
   受取受講料 198,400
   受取家賃
   雑収益

経常収益計 198,400

(２)経常費用
①事業費
(ｱ）苦情相談・解決業務費 ( 112,673,310 )
    苦情解決・研修業務委員会費（苦情） 910,561
   苦情相談・解決業務費 111,762,749
(ｲ)研修・情報提供業務費 ( 172,458,221 )
    苦情解決・研修業務委員会費（研修） 902,660
   研修業務費 93,916,939
   広報情報提供業務費 77,638,622
(ｳ)保証業務費 ( 18,791,250 )
   弁済業務委員会費 5,903,451
   弁済業務費 4,419,495
   手付金等保管・保証業務費 3,030,184
   求償権行使費 5,438,120
(ｴ)宅建取引健全育成業務費 ( 127,428,404 )
   広報啓発委員会費 1,309,497
   人材育成委員会費 1,794,359
   宅建取引健全育成委託費 124,324,548
(ｵ)事業人件費 ( 200,614,400 ) ( 128,630,740 ) ( 212,829,299 ) ( 23,651,535 )
   給与諸手当 150,494,071 98,911,340 165,079,744 19,298,710
   雑給 5,991,428 678,409 2,801,702
   通勤手当 5,772,743 3,781,230 6,011,755 652,560
   退職給付費用
   法定福利費 26,849,765 17,774,625 29,113,422 3,335,080
   福利厚生費 1,263,112 1,021,857 1,535,681 124,808
   退職給付支払負担金 10,243,281 6,463,279 8,286,995 240,377

苦情相談・解決 研修・情報提供 保　証 宅建取引健全育成
科     目

公益目的事業
公１ 公２ 公３ 公４

2．令和元年度　正味財産

平成31年4月1日から
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( 580,527,298 ) ( 580,527,298 ) ( 580,527,298 )
569,726,162 569,726,162 569,726,162

39,999 39,999 39,999
10,761,137 10,761,137 10,761,137

( 17,590,418 ) ( 17,590,418 ) ( 17,590,418 )
412,418 412,418 412,418

17,178,000 17,178,000 17,178,000
( 202,253 ) ( 202,253 ) ( ) ( 202,253 )

202,253 202,253 202,253
( 214,944,000 ) ( 214,944,000 ) ( 501,536,000 ) ( 716,480,000 )

209,400,000 209,400,000 488,600,000 698,000,000
5,544,000 5,544,000 12,936,000 18,480,000

( 181,550,700 ) ( 181,550,700 ) ( 423,618,300 ) ( 605,169,000 )
181,550,700 181,550,700 423,618,300 605,169,000

( 21,696,000 ) ( 21,696,000 ) ( 50,624,000 ) ( 72,320,000 )
21,696,000 21,696,000 50,624,000 72,320,000

( 56,701,713 ) ( 56,701,713 ) ( 56,701,713 )
36,280,481 36,280,481 36,280,481
20,421,232 20,421,232 20,421,232

( 4,975 ) ( 203,375 ) ( 5,582,160 ) ( 944,589 ) ( 6,730,124 )
4,975 4,975 4,963 9,938

198,400 198,400
5,582,160 5,582,160

939,626 939,626

1,073,217,357 1,073,415,757 5,582,160 976,722,889 2,055,720,806

( 112,673,310 ) ( 112,673,310 )
910,561 910,561

111,762,749 111,762,749
( 172,458,221 ) ( 172,458,221 )

902,660 902,660
93,916,939 93,916,939
77,638,622 77,638,622

( 18,791,250 ) ( 18,791,250 )
5,903,451 5,903,451
4,419,495 4,419,495
3,030,184 3,030,184
5,438,120 5,438,120

( 127,428,404 ) ( 127,428,404 )
1,309,497 1,309,497
1,794,359 1,794,359

124,324,548 124,324,548
( 6,211,751 ) ( 571,937,725 ) ( 571,937,725 )

433,783,865 433,783,865
9,471,539 9,471,539

16,218,288 16,218,288
6,211,751 6,211,751 6,211,751

77,072,892 77,072,892
3,945,458 3,945,458

25,233,932 25,233,932

収　益 管　理

公益目的事業 法人
合計

共通 小計

増減計算書内訳表

令和2年3月31日まで

(単位：円)
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苦情相談・解決 研修・情報提供 保　証 宅建取引健全育成
科     目

公益目的事業
公１ 公２ 公３ 公４

(ｶ)事業経費 ( 55,041,742 ) ( 38,917,742 ) ( 75,532,999 ) ( 1,589,404 )
   訴訟対策費 4,541,642
   入退会諸用紙作成費 516,088
   通信費 7,265,374 5,006,711 7,379,072 367,680
   会館建物等減価償却費 2,053,183 2,053,183 13,492,346
   会館修繕費 514,926 514,926 3,383,805
   事務用品費 1,883,235 1,286,923 1,830,968 67,075
   印刷費 4,089,631 2,753,675 3,800,897 248,864
   ＯＡシステム運営費
   ＯＡリース資産減価償却費
   リース支払利息
   事務機使用料 6,174,737 4,091,788 6,847,977 558,378
   賃借料 24,552,890 16,654,045 20,114,602
   保守管理費 498,857 498,857 3,278,205
   水道光熱費 3,724,357 3,024,690 4,454,875 347,407
   共益費 3,868,097 2,616,489 3,155,816
   租税公課 416,455 416,455 2,736,706
(ｷ)弁済金 ( 285,353,996 )
　　弁済金 285,353,996

事業費計 368,329,452 340,006,703 592,507,544 152,669,343

②管理費
(ｱ)管理人件費
   給与諸手当
   雑給
   通勤手当
   退職給付費用
   法定福利費
   福利厚生費
   退職給付支払負担金
(ｲ)会議費
   総会費
   理事会費
   常務理事会費
   監査会費
   正副会長会費
   総務委員会費
   財務委員会費
   地方本部長会費
   新年賀詞交歓会費
   組織整備特別委員会費
   その他会議費
(ｳ)地方本部会議費
   地方総会費
   幹事会費
   常任幹事会費
   監査会費
   総務財務委員会費
   業務委員会費
   その他会議費
(ｴ)管理費
   入会審査業務費
   会員之証等作成費
   広報宣伝費
   その他管理業務費
   旅費交通費
   通信費
　 会館建物等減価償却費
　 会館修繕費
   什器備品減価償却費
   車両運搬具減価償却費
   業務ソフト開発費償却
   事務用品費
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収　益 管　理

公益目的事業 法人
合計

共通 小計

(単位：円)

( 34,053,324 ) ( 205,135,211 ) ( 205,135,211 )
4,541,642 4,541,642

516,088 516,088
20,018,837 20,018,837
17,598,712 17,598,712
4,413,657 4,413,657
5,068,201 5,068,201

10,893,067 10,893,067
15,171,657 15,171,657 15,171,657
18,127,169 18,127,169 18,127,169

754,498 754,498 754,498
17,672,880 17,672,880
61,321,537 61,321,537
4,275,919 4,275,919

11,551,329 11,551,329
9,640,402 9,640,402
3,569,616 3,569,616

( 285,353,996 ) ( 285,353,996 )
285,353,996 285,353,996

40,265,075 1,493,778,117 1,493,778,117

( 2,099,777 ) ( 242,104,964 ) ( 244,204,741 )
1,734,910 184,635,234 186,370,144

2,111,981 2,111,981
56,021 6,797,833 6,853,854

4,141,168 4,141,168
298,685 32,838,869 33,137,554
10,161 1,750,658 1,760,819

9,829,221 9,829,221
( 51,693,232 ) ( 51,693,232 )

13,009,405 13,009,405
7,784,170 7,784,170
2,704,546 2,704,546
2,196,897 2,196,897
2,747,324 2,747,324
1,595,899 1,595,899
1,456,977 1,456,977
2,840,118 2,840,118
5,488,852 5,488,852

10,437,108 10,437,108
1,431,936 1,431,936

( 98,738,215 ) ( 98,738,215 )
44,108,742 44,108,742
24,784,405 24,784,405
6,941,543 6,941,543
3,781,925 3,781,925

11,397,117 11,397,117
1,816,744 1,816,744
5,907,739 5,907,739

( 8,032,045 ) ( 341,937,916 ) ( 349,969,961 )
61,311,291 61,311,291
5,413,139 5,413,139

42,469,782 42,469,782
11,403,229 11,403,229
11,026,165 11,026,165
7,920,160 7,920,160

4,318,707 7,413,767 11,732,474
1,083,107 1,859,332 2,942,439

97,777 1,202,482 1,300,259
8,847 8,847

1,021,757 1,021,757
1,978,824 1,978,824
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苦情相談・解決 研修・情報提供 保　証 宅建取引健全育成
科     目

公益目的事業
公１ 公２ 公３ 公４

   印刷費
   諸団体会費
   渉外費
   慶弔費
   顧問料・監査報酬費
   ＯＡシステム運営費
   ＯＡリース資産減価償却費
   リース支払利息
   事務機使用料
   事務処理改善費
   消耗品費
   賃借料
   差入保証金償却賃料
   保守管理費
   水道光熱費
   共益費
   営繕費
   保険料
   会費徴収事務費
   管理事務研修会費
   租税公課
   雑費

管理費計

経常費用計 368,329,452 340,006,703 592,507,544 152,669,343

評価損益等調整前当期経常増減額 △368,329,452 △339,808,303 △592,507,544 △152,669,343

    前期有価証券等評価損益戻入
    特定資産評価損益
    準備金資産評価損益

 評価損益等計

当期経常増減額 △368,329,452 △339,808,303 △592,507,544 △152,669,343

２.経常外増減の部

（１）経常外収益

①返還不能分担金繰入収益
   返還不能分担金繰入収益

経常外収益計

（２）経常外費用
①除却・評価損 1
   会館附属設備等除却損 1
   什器備品除却損
   電話加入権除却損
   電話加入権評価損

経常外費用計 1

当期経常外増減額 △1

　他会計振替前当期一般正味
　財産増減額

　他会計振替額

当期一般正味財産増減額 △368,329,453 △339,808,303 △592,507,544 △152,669,343

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅲ 正味財産期末残高

※事業比率
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収　益 管　理

公益目的事業 法人
合計

共通 小計

(単位：円)

3,956,106 3,956,106
2,814,340 2,814,340
6,185,005 6,185,005
5,973,370 5,973,370

23,339,555 23,339,555
6,502,126 6,502,126
7,768,782 7,768,782

323,354 323,354
6,726,801 6,726,801
1,192,282 1,192,282

36,596 3,974,102 4,010,698
27,023,477 27,023,477
1,600,000 1,600,000

1,419,336 1,431,281 2,850,617
4,795,008 4,795,008
3,767,538 3,767,538

60,146 348,350 408,496
70,476 4,263,408 4,333,884

50,652,400 50,652,400
8,224,812 8,224,812

945,900 1,503,844 2,449,744
16,543,200 16,543,200

10,131,822 734,474,327 744,606,149

40,265,075 1,493,778,117 10,131,822 734,474,327 2,238,384,266

1,032,952,282 △420,362,360 △4,549,662 242,248,562 △182,663,460

△4,940,000 △4,940,000 △4,940,000

△59,082,935 △59,082,935 △59,082,935

△64,022,935 △64,022,935 △64,022,935

968,929,347 △484,385,295 △4,549,662 242,248,562 △246,686,395

( 52,785,041 ) ( 52,785,041 ) ( 52,785,041 )
52,785,041 52,785,041 52,785,041

52,785,041 52,785,041 52,785,041

( ) ( 1 ) ( ) ( 9,261,886 ) ( 9,261,887 )
1 1

11 11
7,307,087 7,307,087
1,954,788 1,954,788

1 9,261,886 9,261,887

52,785,041 52,785,040 △9,261,886 43,523,154

1,021,714,388 △431,600,255 △4,549,662 232,986,676 △203,163,241

  10,889,954,924

 10,686,791,683

10,686,791,683

（公益目的事業比率）
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（単位：円）

科　　目

Ⅰ資産の部

１.流動資産

　　現金預金 △80,480,183

　　公告未収金 △3,390,735

　　未収会費 △1,116,000

　　前払金

　　立替金

　　求償業務立替金 △5,510,000

　　前払費用

　　貯蔵品

　　その他土地

流動資産合計 △81,854,968

２.固定資産

(1)基本財産

  基本財産合計

(2)特定資産

  ①弁済業務保証金

    弁済業務保証金供託資産

    弁済業務保証金未供託資産

    供託原価差額充当資産

    弁済業務保証金　計

  ②弁済業務保証金準備金

    準備金引当普通預金 △415,759,172

    準備金引当定期預金 △200,000,000

    地方本部運営準備金積立資産

    準備金投資有価証券

    投資有価証券前払利息

　　法定準備金引当資産

    弁済業務保証金準備金　計 △157,901,607

  ③特定資産

    会館建物等修繕積立資産 △7,356,096

    長期返還引当資産

    退職給付引当資産

    特定資産 計

   特定資産 合計

(3)その他固定資産

    土地

    建物 △29,331,187

    什器備品 △91,315

    車輌運搬具 △8,847

    口座取引出資金

    差入保証金 △1,600,000

    ＯＡリース資産

    電話加入権 △9,261,875

    業務ソフトウェア

   その他固定資産合計

  固定資産合計

資産合計

増　減

　　3. 令和元年度貸借対照表　

令和2年3月31日現在

当年度 前年度
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（単位：円）

科　　目 増　減当年度 前年度

Ⅱ負債の部

１.流動負債

    入会金預り金

    事務手数料預り金

    分担金預り金

    会費預り金 △381,230

    分担金返還未払金 △164,752,096

    返還金等預り金 △14,732,950

    還付金等預り金

    保管金等預り金

    預り金 △469,842

    未払金 △1,452,060

    前受金 △518,000

    弁済認証額未払金 △10,327,111

  流動負債合計 △75,252,598

２.固定負債

  ①弁済業務保証金分担金

    弁済業務保証金分担金

   弁済業務保証金分担金　計

  ②固定負債

    長期返還金等預り金

    退職給付引当金

    ＯＡリース債務

   固定負債　計

  固定負債合計

負債合計

Ⅲ正味財産の部

１.指定正味財産

    指定正味財産合計

２.一般正味財産 △203,163,241

    （うち基本財産への充当額）

    （うち特定資産への充当額） △165,257,703

正味財産合計 △203,163,241

負債及び正味財産合計

(注）収益事業の利益額の公益目的事業への繰入を50％としているため、「貸借対照表内訳表」は作成していない。
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（単位：円）

名称 当年度 前年度 増減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー

1.当期一般正味財産増減額 △ 203,163,241 △ 27,633,218 △ 175,530,023

2.キャッシュ・フローへの調整額

会館建物等減価償却費

什器備品減価償却費 △ 21,321

車輌運搬具減価償却費 △ 17,699

OAリース資産減価償却費

業務ソフト開発費償却 △ 35,304

退職給付引当金の増減額

公告未収金の増減額

未収会費の増減額

前払金の増減額 △ 179,628 △ 755,077

立替金の増減額 △ 6,171,405 △ 9,171,639

求償業務立替金の増減額 △ 840,000

前払費用の増減額 △ 5,921

貯蔵品の増減額 △ 2,290,917 △ 6,341,872

入会金預り金の増減額

事務手数料預り金の増減額 △ 140,000

分担金預り金の増減額

会費預り金の増減額 △ 381,230 △ 1,303,980

分担金返還未払金の増減額 △ 164,752,096 △ 151,500,000 △ 13,252,096

返還金等預り金の増減額 △ 14,732,950 △ 17,657,132

還付金等預り金の増減額 △ 4,774,824

保管金等預り金の増減額 △ 368,364,976

預り金の増減額 △ 469,842 △ 970,153

未払金の増減額 △ 1,452,060 △ 5,915,610

前受金の増減額 △ 518,000 △ 927,845

弁済認証額未払金の増減額 △ 10,327,111 △ 49,562,337

準備金投資有価証券の増減額（評価損益） △ 23,750,000

会館附属設備等の増減額（除却損）

什器備品の増減額(除却損)

電話加入権の増減額（除却・評価損）

小　計 △ 433,747,619

事業活動によるキャッシュ・フロー △ 133,862,708 △ 461,380,837

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1．投資活動収入

①弁済業務保証金準備金資産取崩収入

準備金引当資産取崩収入

地方本部運営準備金積立資産取崩収入 △ 18,000,707

②特定資産取崩収入

会館建物等修繕積立資産取崩収入

③敷金・保証金戻り収入

差入保証金戻り収入

投資活動収入計

    4．令和元年度　キャッシュ・フロー計算書（間接法）   

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

名称 当年度 前年度 増減

2.投資活動支出

①弁済業務保証金準備金資産取得支出

準備金引当資産取得支出 △ 83,963,049

地方本部運営準備金積立資産取得支出 △ 9,799,128

②特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出

③固定資産取得支出

会館建物附属設備等取得支出 △ 3,846,496

什器備品取得支出

業務ソフトウェア取得支出

投資活動支出計 △ 86,324,058

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 55,306,203

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1.財務活動収入

財務活動収入計

2.財務活動支出

リース債務返済支出

財務活動支出計

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 25,468,764 △ 9,119,245 △ 16,349,519

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 80,480,183 △ 525,806,285

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 △ 525,806,285

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 △ 80,480,183

（注）　資金の範囲には現金及び現金同等物（当座・普通・定期預金）を含めている。
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（単位：円）

名称 当年度 前年度 増減

2.投資活動支出

①弁済業務保証金準備金資産取得支出

準備金引当資産取得支出 △ 83,963,049

地方本部運営準備金積立資産取得支出 △ 9,799,128

②特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出

③固定資産取得支出

会館建物附属設備等取得支出 △ 3,846,496

什器備品取得支出

業務ソフトウェア取得支出

投資活動支出計 △ 86,324,058

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 55,306,203

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1.財務活動収入

財務活動収入計

2.財務活動支出

リース債務返済支出

財務活動支出計

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 25,468,764 △ 9,119,245 △ 16,349,519

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △ 80,480,183 △ 525,806,285

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 △ 525,806,285

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 △ 80,480,183

（注）　資金の範囲には現金及び現金同等物（当座・普通・定期預金）を含めている。
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１．継続事業の前提に関する注記

　　事業の継続に影響を与える事象又は状況は存在しない。

２．重要な会計方針

　税込方式による。

３．特定資産の増減額及びその残高

（単位：円）

内　訳 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

弁済業務保証金供託資産 現金供託額

　　　　　〃 債券供託額

計

弁済業務保証金未供託資産 普通預金

供託原価差額充当資産 普通預金

小　計

準備金引当普通預金 普通預金

準備金引当定期預金 定期預金

地方本部運営準備金積立資産 普通預金等

準備金投資有価証券 債　　券

投資有価証券等前払利息 ―

法定準備金引当資産 定期預金

小　計

会館建物等修繕積立資産 普通預金等

長期返還引当資産 普通預金等

退職給付引当資産 普通預金等

小　計

(注)「準備金投資有価証券」の債券の当期増加額・減少額には、金融商品の時価評価に伴うものが含まれる。
　　　

　取得原価法に基づく先入先出法による。

　定額法による。なお、リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額を零としている。

　退職給付引当金は、退職金支給規定による期末要支給額。

合　　計

　満期保有目的の債券は取得原価基準で評価した。その他有価証券で市場価格のあるものについては、
　時価をもって評価した。評価差額の処理は洗替方式による。
　法務局に供託した「利付国債」は、償却原価基準で評価した。

　　特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

①弁済業務保証金

②弁済業務保証金準備金

③特定資産

科　　目

　　(2)　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　(3)　固定資産の減価償却

　所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、重要性の認められるものはリース資産及びリース債務に計上し、
　その他のものは通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
　なお、リース会計基準適用開始前のリース取引については賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

財務諸表に対する注記　　

　　(1)　有価証券の評価基準及び評価方法について

　　(4)　引当金の計上基準

　　(5)　リース取引の会計処理

　  (6)　消費税等の会計処理
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４．特定資産の財源等の内訳

　　特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

当期末残高
（うち指定正味財産

からの充当額）
（うち一般正味財産

からの充当額）
（うち負債に

　　対応する額）

弁済業務保証金供託資産

弁済業務保証金未供託資産

供託原価差額充当資産

準備金引当普通預金

準備金引当定期預金

地方本部運営準備金積立資産

準備金投資有価証券

投資有価証券等前払利息

法定準備金引当資産

会館建物等修繕積立資産

長期返還引当資産

退職給付引当資産

５．担保に供している資産

　　なし。

６．保証債務等の偶発債務

　　宅地建物取引業法第64条の３第３項に基づく「手付金保証業務」に対する保証債務は、8,400,000円である。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1,690,614,899 909,653,767

117,729,015 113,090,736

4,400,185 4,400,183

152,394,401 25,895,951

15,724,304 3,505,588

８．引当金の明細

（単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益

利付国債

10．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　なし。

合　　計

弁済業務保証金供託資産

建物

合　　計

合　　計

科　　目

科　　目

OAリース資産

合　　計

退職給付引当金

②弁済業務保証金準備金

科　　目

業務ソフトウェア

什器備品

車両運搬具

①弁済業務保証金

科　　目

③特定資産
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11．関連当事者との取引内容

　　関連当事者との取引内容は、次の通りである。

12．除却・評価損関係

　以下の固定資産について除却・評価損失を計上している。

（評価金額の算定方法）

電話加入権は実質的に無価値になっているため、備忘価格（1回線につき1円、計25円）とした。

13．重要な後発事象

　　なし。

14．金融商品の状況に関する注記

　 当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益にて賄うため、①弁済業務保証金は、国債、②弁済業務保 証金準備金・特定資産(中央本部）は、預金・国債・地方債・政府保証債・財投機関債・金銭信託・投資信託・事 業債・円建外債またはユーロ円債・外貨建て債券・株式（ETF　REIT等の上場投信を含む）、③運営準備金積立 資産・特定資産(地方本部）は、預金により資産運用する。なお、②は預金・国債以外の有価証券に保有制限額を 設けている。

１．基本財産及び特定資産の明細

　　財務諸表に対する注記３.に記載

２．引当金の明細

　　財務諸表に対する注記８.に記載

　　　債券及び仕組債については、発行体・保証者・参照組織の状況を定期的に把握する。

　　　　③市場リスクの管理

　　　　①経理規程及び経理事務規則等

　　　金融商品の取引は、当法人の弁済業務保証金準備金等の運用方針、経理規程及び経理事務規則に基づき行う。

　　　　②信用リスクの管理

　　　　　　　　　　　（単位：円）

電話加入権

　　　債券及び仕組債については、関連する市場の動向を定期的に把握し、運用状況を報告する。

　　(1)　金融商品に対する取り組み方針

　　(2)　金融商品の内容及びリスク

　

　　(3)　金融商品のリスクにかかる管理体制

場　所 東京都千代田区他16ヶ所

除却・評価損失の金額

附属明細書

種　類

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益にて賄うため、①弁済業務保証金は、国債、②弁済業務

保証金準備金・特定資産 中央本部）は、預金・国債・地方債・政府保証債・財投機関債・金銭信託・投

資信託・事業債・円建外債またはユーロ円債・外貨建て債券・株式（ 等の上場投信を含む）、

③運営準備金積立資産・特定資産 地方本部）は、預金により資産運用する。なお、②は預金・国債以外

の有価証券に保有制限額を設けている。

投資有価証券は、債券、デリバティブ取引を組み込んだ債券 仕組債）であり、信用リスク、市場リスク

にさらされている。
なお、みずほフィナンシャルグループ及び三菱ＵＦＪフィナンシャルグループの無担保社債については、

実質破綻時免除特約及び劣後特約が付されており、破産・会社更生手続・民事再生手続が開始された場合
に、他の一定の債権者に対して弁済順位が劣後し、元利金が毀損するおそれがある。

また、ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌブイ及び大和証券の発行するクレジット・リンク債に
ついては、発行者・保証者及び別の参照組織（ゴールドマンサックス、ＪＰモルガンチェース、トヨタ自
動車）において、破産・支払い不履行の信用事由（リスク）が発生した場合に元利金が毀損するおそれが
ある。

役員の
兼務等

事業上
の関係

(支出）
宅建取引健全育成
のための委託事業

124,324
宅建取引
健全育成
委託費

同事業精算
未収入金

18,766 立替金 18,766

取引
の内容

取引
金額
（千円）

科目
期末
残高
（千円）

（公社）全国宅
地建物取引業
協会連合会

東京都
千代田区
岩本町

―

宅地建物取引業
法第74条に定め
る宅地建物取引
業協会連合会

― 兼務86人 関連法人

法人等
の名称

住所
資産
総額
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権の
所有割合

関係内容
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(単位:円)

場所・物量等 使用目的等 金額

(流動資産)

現金預金

　小口現金 中央本部手元保管 運転資金として

地方本部手元保管 〃

　普通預金 みずほ銀行九段支店 〃

横浜銀行東京支店 〃

三井住友銀行
神田駅前支店

〃

地方本部 〃

　定期預金 横浜銀行東京支店 〃

地方本部 〃

公告未収金 中央本部 官報公告掲載料のうち未収分

未収会費 中央本部 年度末 未収会費　　

前払金 中央本部　地方本部 宅建協会などへの前払分

立替金 中央本部　地方本部 全宅連・宅建協会への経費立替分

求償業務立替金 中央本部 求償権行使による仮差押保証金

前払費用 中央本部 会館火災保険料前払費用

貯蔵品 中央本部　地方本部　会員之証・切手等

その他土地 群馬県、茨城県 弁済に係る土地

流動資産合計

(固定資産)

特 定 資 産

①弁済業務保証金

国債

現金

弁済業務保証金
未 供 託 預 金

みずほ銀行九段支店 弁済に伴う期末供託金不足額

供 託 原 価 差 額
充 当 資 産

みずほ銀行九段支店 供託国債の帳簿額と額面との差額

②弁済業務保証金
　準備金

準 備 金 引 当
普 通 預 金

みずほ銀行九段支店
宅地建物取引業法に基づく弁済業務保証金
準備金

三菱UFJ銀行
上野支店

〃

三井住友銀行
神田駅前支店

〃

準 備 金 引 当
定 期 預 金

みずほ銀行九段支店 〃

地方本部運営準備
金 積 立 資 産

普通預金・定期預金 〃

準 備 金 投 資
有 価 証 券

みずほFG無担保社債
額面3億円

〃

三菱UFJFG無担保社債
額面3億円

〃

ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債（ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯ
ﾊﾟ／ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝｻｯｸｽ）
額面3億円(円建）

〃

ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債（大和証券
／JPﾓﾙｶﾞﾝﾁｪｰｽ）
額面3億円(円建）

〃

ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債（大和証券
／ﾄﾖﾀ自動車）
額面3億円(円建）

〃

利付国債額面20億円 〃

利付国債額面5億円 〃

投資有価証券等
前 払 利 息

中央本部 〃

法 定 準 備 金
引 当 資 産

三井住友銀行
神田駅前支店

公益目的保有財産。国土交通省令に定める積立
額。運用益を公益目的事業の用に供している。

　　財　産　目　録　　

弁済業務保証金
供 託 資 産

公益目的保有財産
弁済業務保証金として東京法務局へ供託
運用益を公益目的事業の用に供している

貸借対照表科目

令和2年3月31日現在
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(単位:円)

場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

③ 特 定 資 産

会館建物等修繕
積 立 資 産

みずほ銀行九段支店
普通預金

資産取得資金
（修繕を目的とした積立金）

みずほ銀行九段支店
定期預金

〃

長期返還引当資産 地方本部 退会者等への返還分担金（長期保管分）

退職給付引当資産
みずほ銀行九段支店
普通預金

職員退職給付引当金見合の引当資産

みずほ銀行九段支店
定期預金

〃

職員貸付金 〃

そ の 他 固 定 資 産

土地
千代田区岩本町2-6-3
402.28㎡全宅連と共有

公益目的保有財産(公益目的事業に60％使用
している)全宅連会館敷地 全宅連と共有

建物
全宅連会館
全宅連と共有

公益目的保有財産(公益目的事業に60％使用
している)全宅連会館　全宅連と共有

什器備品 中央本部 机、椅子、キャビネット等

地方本部 パソコン等

車輌運搬具 地方本部 管理部門で使用

口座取引出資金 地方本部 信用金庫への口座開設出資金

差入保証金 地方本部 宅建協会への敷金差入分

ＯＡリース資産 中央本部 会員管理システムサーバー等

電話加入権 中央本部　地方本部 事務連絡用

業務ソフトウェア 地方本部 事務用

固定資産合計

　  資産合計

（流動負債）

入会金預り金 中央本部 供託未済による入会金

地方本部 　　　　　　〃

事務手数料預り金 中央本部 供託未済による事務手数料

地方本部 　　　　　　〃

分 担 金 預 り 金 中央本部 供託未済による分担金

　 地方本部 　　　　　　〃

会 費 預 り 金 中央本部 会員からの会費預り

地方本部 　　　　　　〃

分担金返還未払金 中央本部 退会等による分担金返還未払額

返還金等預り金 地方本部 退会者等への返還分担金（短期保管分）

還付金等預り金 地方本部 還付手続済み弁済金預り

保管金等預り金 地方本部 手付金等保管金

預 り 金 中央本部　地方本部 個人住民税・社会保険料等の諸預り金

未 払 金 中央本部　地方本部 宅建協会等への諸経費未払分

弁済認証額未払金 中央本部 本年度末の認証金額未払額

流動負債合計

（固定負債）

弁済業務保証金
分 担 金

主たる事務所89,970件
従たる事務所 9,874件

会員からの弁済業務保証金分担金預り

長 期 返 還 金
等 預 り 金

地方本部 退会者等への返還分担金（長期保管分）

退職給付引当金 中央本部 職員退職給付引当額　　

ＯＡリース債務 中央本部 会員管理システムサーバー等

固定負債合計

　　負債合計

　　正味財産
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