
（単位　円）

場所・物量等 使用目的 金額

（流動資産）

普通預金 （本部）三菱UFJ銀行田町支店 （法人会計）運転資金として使用 120,696,222

普通預金 （本部）三菱UFJ銀行田町支店 （公益事業）運転資金（学術大会）として使用 15,797,502

普通預金 （本部）みずほ銀行芝支店 （公益事業）運転資金として使用 30,009,830

普通預金 （本部）三井住友銀行 （公益事業）運転資金（学術大会）として使用 572,466

郵便振替 （本部）港芝四(No.001509608413） （公益事業）運転資金（専門医）として使用 130,615

郵便振替 （本部）港芝四(No.001905649873） （法人会計）運転資金（会費）として使用 297,127

郵便振替 （本部）港芝四(No.001007631793） （公益事業）運転資金（専修医）として使用 657,513

郵便振替 （本部）港芝四(No.001904650333） （公益事業）運転資金（歯科技工士）として使用 56,905

郵便振替 （本部）港芝四(No.001308687189） （公益事業）運転資金（歯科衛生士）として使用 60,751

郵便振替 （本部）港芝四(No.001709780308） （公益事業）運転資金（教育委員会）として使用 252,019

普通預金 （九州）福岡銀行県庁内支店 （法人会計）運転資金として使用 6,284,932

小計 174,815,882

前払金 （本部）日本歯科専門医機構 （公益事業）2021年度会費の前払い 300,000

前払金 （東北北海道）学術大会 （公益事業）2020年度支部学術大会運営事業費の前払い 800,000

前払金 （中部支部）学術大会 （公益事業）2020年度支部学術大会運営事業費の前払い 750,000

前払金 （近畿支部）学術大会 （公益事業）2020年度支部学術大会運営事業費の前払い 500,000

小計 2,350,000

未収入金 （本部） （法人会計）入会金 495,000

未収入金 （本部） （法人会計）会員会費収入3月度未収分 570,000

未収入金 （本部） （公益事業）専修医登録料の未収分 4,611,000

未収入金 （本部） （公益事業）学会誌論文掲載料の未収分 57,955

未収入金 （本部） （公益事業）第41回向上講習会参加費の未収金 8,656,000

小計 14,389,955

前払費用 （本部）事務所家賃前払 （法人会計）本部事務局賃借料1ヶ月分を前払い 1,085,584

　流動資産合計 192,641,421

（固定資産）

特定資産

口腔インプラント学に関
する指針等発刊積立資
産

（本部）みずほ銀行芝支店
（公益事業）口腔インプラント学に関する指針等発刊に備えた

 積立資産
3,600,000

各種専門資格認定等事
業積立資産

（本部）みずほ銀行芝支店 （公益事業）各種専門資格認定等事業に備えた積立資産 26,000,000

学会創立周年記念事業
積立資産

（本部）みずほ銀行芝支店 （公益事業）学会創立周年記念事業に備えた積立資産 14,400,000

臨床データ集積事業積
立資産

（本部）みずほ銀行芝支店 （公益事業）臨床データ集積事業に備えた積立資産 13,750,000

口腔インプラント学に関
する研究事業積立資産

（本部）みずほ銀行芝支店 （公益事業）口腔インプラント学に関する研究事業積立資産 2,000,000

一般課題研究助成金事
業積立資産

（本部）みずほ銀行芝支店 （公益事業）一般課題研究助成金事業積立資産 1,000,000

その他の固定資産

定期預金 （本部）三菱UFJ銀行田町支店
（公益事業）公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業
に使用

85,000,000

定期預金 （本部）大和ネクスト銀行
（公益事業）公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業
に使用

50,000,000

小計 135,000,000

建物附属設備 （本部）新事務局内装工事 （法人会計）事務局移転に伴う工事 1,399,306

工具器具備品 （本部）新事務局電話設備 （法人会計）事務局移転に伴う工事 1

工具器具備品 （本部）ノートパソコン・カードリーダー （公益事業）専門医制度等事業に使用 493,850

ソフトウェア （本部）ケースプレゼンテーション論文掲載ホームページ （公益事業）ケースプレゼンテーション論文掲載ホームページ 14,400

差入保証金 （本部）事務所差入保証金 （法人会計）事務局事務所賃借のため差入 5,639,400

　固定資産合計 203,296,957

　資産合計 395,938,378

財　  産 　目　  録

令和3年 3月 31日 現在

貸借対照表科目



（単位　円）

場所・物量等 使用目的 金額

財　  産 　目　  録

令和3年 3月 31日 現在

貸借対照表科目

（流動負債）

未払金 （本部）印刷製本費 （公益事業）2020年度認定証作成代 1,231,285

未払金 （本部）委託費 （法人会計）Zoomビジネスクラッシック料金 50,270

未払金 （本部）消耗品費 （法人会計）インターネット固定IP接続サービス　月額他　2月分 123,943

未払金 （本部）委託費 （法人会計）ケーブル 6,050

未払金 （本部）印刷製本費 （法人会計）パフォーマンスチャージ　2月分 65,701

未払金 （本部）委託費 （法人会計）事務局清掃費 28,600

未払金 （本部）通信運搬費 （法人会計）宅急便代 38,720

未払金 （本部）印刷製本費等 （公益事業）3月締めの請求分 113,410

未払金 （本部）委託費 （法人会計）コンビニネットによる年会費支払いの取扱手数料 21,230

未払金 （本部）通信運搬費 （法人会計）郵便料金後納（受取人払い） 990

未払金 （本部）通信運搬費 （法人会計）郵便料金後納（ゆうメール） 46,279

未払金 （本部）通信運搬費 （法人会計）2021年3月分コピー代 2,888

未払金 （本部）委託費 （法人会計）3月分派遣委託料 324,216

未払金 （本部）給与手当 （法人会計）3月分給与（非常勤職員） 200,000

未払金 （本部）旅費交通費 （法人会計）3月分交通費（非常勤職員） 13,140

未払金 （本部）消耗品費 （法人会計）消耗品 34,775

未払金 （本部）委託費 （法人会計）ＨＰ保守更新サービス料 143,000

未払金 （本部）消耗品費 （法人会計）インターネット固定IP接続サービス　月額他　3月分 213,136

未払金 （本部）印刷製本費 （法人会計）パフォーマンスチャージ　3月分 41,902

未払金 （本部）委託費 （公益事業）第41回口腔インプラント専門医臨床技術向上講習会 2,299,767

未払金 （本部）委託費 （法人会計）Web上からの入会手続きの取扱手数料 29,887

未払金 （本部）支払負担金 （公益事業）令和2年度研究助成金 500,000

未払金 （本部）専門医制度等運営事業収入 （公益事業）第41回向上講習会返金 16,000

未払金 （本部）委託費 （公益事業）国際誌編集費用 2,925,000

未払金 （関東甲信越）通信運搬費 （法人会計）郵便料金 140

小計 8,470,329

未払法人税等 （本部）法人税、地方税 （収益事業）法人税、地方税未払額 70,000

未払消費税等 （本部）消費税未払額 (公益事業)消費税未払額 2,985,990

未払消費税等 （本部）消費税未払額 (収益事業)消費税未払額 388,010

小計 3,374,000

前受金 （本部）学会誌等論文掲載収入 （公益事業）R03年度論文掲載収入 1,322,574

前受金 （本部）会費収入 （公益事業）第42回臨床技術向上講習会へ振替分 80,000

前受金 （本部）会費収入 （法人会計）R03年度年会費収入 885,000

前受金 （本部）会費収入 （法人会計）R03年度年会費収入 105,000

小計 2,392,574

預り金 （本部）源泉所得税預り金 （法人会計）源泉所得税預り金（中部支部） 11,364

預り金 （本部）源泉所得税預り金 （法人会計）源泉所得税預り金（関東甲信越支部） 5,685

預り金 （本部）雇用保険料預り金 （法人会計）雇用保険料預り金 81,649

小計 98,698

賞与引当金 （本部）事務局従業員分 （公益事業）本部事務局5名分賞与支払に備えたもののうち 967,900

賞与引当金 （本部）事務局従業員分 （法人会計）本部事務局5名分賞与支払に備えたもののうち10％ 107,600

小計 1,075,500

　流動負債合計 15,481,101

（固定負債）

退職給付引当金 （本部）事務局従業員分 （公益事業）本部事務局5名分退職金支払に備えたもののうち90％ 12,270,150

退職給付引当金 （本部）事務局従業員分 （法人会計）本部事務局5名分退職金支払に備えたもののうち10％ 1,363,350

小計 13,633,500

　固定負債合計 13,633,500

負債合計 29,114,601

正味財産 366,823,777




