
三菱東京UFJ銀行/田町

(普通)2363530

財産目録
平成31年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

  (流動資産)

  預金 普通預金 207,859,003

      三菱東京UFJ銀行 ＴＤＪマラソン運転資金 1,975,499

  (普通)4554164

      みずほ銀行 運転資金 166,738,828

  (普通)616613

      みずほ銀行 運転資金 3,225

  (普通)3055728

      みずほ銀行 賛助会員(個人）運転資金 3,427,781

  (普通)3451437

      みずほ銀行 シンポジウム運転資金 222,534

  (普通)1376527

      三井住友銀行 運転資金 1,274

  (普通)6964195

      みずほ銀行 手帳・ノートグッズ類、交換表、運転資金 35,487,187

  (普通)616656

      三菱東京UFJ銀行 世界糖尿病デー運転資金 2,675

  (普通)4538589

  郵便振替 129,059,098

      郵便振替353988 登録医運転資金 5,009,383

      郵便振替15463 友の会会費運転資金 67,597,083

      郵便振替647953 本部会員会費運転資金 18,524,543

      郵便振替767849 食品交換表、治療の手引き運転資金 5,427,779

      郵便振替550770 歯科医師登録医運転資金 18,173,888

      郵便振替282892 義援金運転資金 3,404,861

      郵便振替20981 ＤＭアンサンブル購入運転資金 6,735,880

      郵便振替688644 防災グッズ運転資金 4,185,681

  定期預金 20,305,418

(預金　小計) 357,223,519

  貯蔵品 切手、図書カード、食品交換表他 1,430,796

      三井住友銀行 運転資金 20,305,418

  (定期)67915031

  前払金 賃料、通勤定期代他 2,422,706

  立替金 サマーキャンプ保険料 389,464

  未収入金 広告料、手帳・ノートグッズ類他 90,503,684

  前払費用 79,963

  仮払金 啓発イベント経費 14,000

   流動資産合計 452,064,132

  (固定資産)

    特定資産

  退職給付引当資産 退職給付引当金見合の引当資産として管理 53,485,519

      退職給付引当資産 大和ネクスト銀行 10,801,008

  渋谷/869181

      退職給付引当資産 みずほ銀行/浜松町 42,684,511

  (定期)5082129

  ｶﾞﾘｸｿﾝ賞基金 みずほ銀行/浜松町 公益目的保有財産であり 1,377,724

引当預金 (普通)3071235 ガリクソン賞基金として管理

  小児糖尿病基金 公益目的保有財産であり 80,239,734

  引当預金 小児糖尿病基金として管理

  地域振興基金 公益目的保有財産であり 236,273,847

地域振興基金として管理

      地域振興基金 三菱東京UFJ銀行/田町 205,000,000

  引当預金 (定期)2212281

      地域振興基金 大和ネクスト銀行 25,029,792

  引当預金 渋谷/869181

      地域振興基金 みずほ銀行/浜松町 6,244,055

  引当預金 (普通)616613



（単位:円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

みずほ銀行/浜松町

  立川倶子賞

みずほ銀行/麹町

みずほ銀行/浜松町

  研究運用資金

(共有財産)

うち公益目的保有財産75％

(共有財産)

うち公益目的保有財産75％

うち管理目的保有財産25％

  国際糖尿病基金 公益目的保有財産であり 48,554,551

国際糖尿病基金として管理

      国際糖尿病基金 三菱東京UFJ銀行/田町 9,322,597

  引当預金 (普通)2212281

      国際糖尿病基金 大和ネクスト銀行 39,231,954

(普通)616613 立川倶子賞の運用資産として管理

  フットケア運用資金 公益目的保有財産であり 11,636,295

  引当預金 渋谷/869181

  立川倶子賞運用資金 公的目的保有財産であり 650,000

  ﾌｯﾄｹｱ運用資金 (普通)1235446 フットケアプロジェクトの運用資産

  として管理

(特定資産　小計) 626,213,891

    その他固定資産

  研究運用資金 公益目的保有財産であり 193,996,221

(普通)616613 調査研究事業用の運用資産として管理

  建物付属設備 (共有財産) 1,068,517

うち公益目的保有財産75％

うち管理目的保有財産25％

  器具備品 (共有財産) 291,083

うち公益目的保有財産75％

うち管理目的保有財産25％

  リース資産 1,560,256

うち管理目的保有財産25％

  ソフトウェア (共有財産) 3,196,872

うち公益目的保有財産75％

うち管理目的保有財産25％

  電話加入権 (共有財産) 315,768

うち公益目的保有財産90％

うち公益目的保有財産10％

  敷金 麹町セントラルビル敷金 14,763,000

(共有財産)

うち公益目的保有財産75％

うち管理目的保有財産25％

  長期前払費用 159,927

     資産合計 1,099,633,446

  (流動負債)

(その他固定資産　小計) 21,355,423

   固定資産合計 647,569,314

  未払金 未払補助金他 7,543,733

  未払費用 さかえ発送料他 52,484,570

  前受金 調査研究、本部会員会費他 220,311,891

  預り金 源泉所得税、雇用保険料 1,127,943

      社会保険 473,100

      雇用保険 321

      住民税 185,600

      源泉所得税 468,922

  仮受金 88,000

  リース債務 600,048

  未払消費税等 743,400

   流動負債合計 282,899,585

  (固定負債)

  長期リース債務 1,200,096

  退職給付引当金 公益目的事業および管理目的の業務に 53,485,330

従事する職員の退職給付金の引当金である

     正味財産 762,048,435

   固定負債合計 54,685,426

     負債合計 337,585,011


	「糖尿病食事療法のための食品交換表」、「糖尿病食事療法のための食品交換表活用編」、「糖尿病性腎症の食品交換表」、「糖尿病治療の手びき」を発行した。
	1－3 全国糖尿病週間の実施
	日本糖尿病協会登録医・療養指導医制度並びに登録歯科医制度を推進した。更新要件にeラーニング受講とDM Ensemble購読を追加し、学習の利便性を向上させた。登録医：1,607名、療養指導医：2,887名、登録歯科医：3,331名となった。
	1－14 日糖協CDEネットワークの運営
	・地域糖尿病療養指導士（CDEL）養成団体支援のため、活動補助金を38都道府県の団体に計26,850,000円支出した。第6回日本糖尿病療養指導学術集会でCDEL団体の情報交換・交流の機会を提供し、43団体が参加した。
	「糖尿病カンバセーション・マップTM」を使用して療養指導を行うスタッフを育成するトレーニングを13ヶ所で実施。295名が参加した。
	1－16 糖尿病療養指導カードシステムを活用した療養指導の普及
	4－2 AASD
	運営助成金を支出するとともに、事務局業務、年次学術集会の支援を行った。
	日本糖尿病療養指導士認定機構と日本糖尿病療養指導学術集会の共催等で連携した。
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