












１．重要な会計方針

　「公益法人会計基準」（平成20年4月11日　平成21年10月16日改正　内閣府公益認定等委員会）を

　　採用している。

１．重要な会計方針

(1） 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備・什器備品　・・・・・　定率法により実施している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　　　　　　・・・・・　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金　・・・・・　職員の退職金の支給に備えるために、当年度末における退職給与の要支給額に

　　　　　　　　　　　　　　　　相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理

税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。
(単位　円）

科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

学術振興基金預金 100,502,857 0 0 100,502,857

小計 100,502,857 0 0 100,502,857

特定資産

特定費用準備資金 35,983,285 18,710,877 4,524,818 50,169,344

その他の特定基金預金 8,377,351 3,094,205 1,782,635 9,688,921

退職給与引当預金 1,063,459 331,552 0 1,395,011

小計 45,424,095 22,136,634 6,307,453 61,253,276

合計 145,926,952 22,136,634 6,307,453 161,756,133

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。
(単位　円）

科　　目 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）

基本財産

学術振興基金預金 100,502,857 (100,502,857) 0 －

小計 100,502,857 (100,502,857) 0 －

特定資産

特定費用準備資金 50,169,344 － (50,169,344)

その他の特定基金預金 9,688,921 － (9,688,921) －

退職給与引当預金 1,395,011 － 0 (1,395,011)

小計 61,253,276 0 (59,858,265) (1,395,011)

合計 161,756,133 (100,502,857) (59,858,265) (1,395,011)

財務諸表に対する注記



４．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）

科　　目 取得価額 減価償却累計額 帳簿価額

建物付属設備 1,161,000 482,839 678,161

什器備品 926,694 926,690 4

リース資産（複合機） 5,087,880 3,607,848 1,480,032

合計 7,175,574 5,017,377 2,158,197

５．保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位　円）

　補助金等の 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上

名　称 の記載区分

家賃支援給付金 経済産業省 0 1,970,772 1,970,772 0 -

持続化給付金 経済産業省 0 2,000,000 2,000,000 0 -

雇用調整助成金 経済産業省 0 137,731 137,731 0 -

講演会補助金 加藤科学振興会 0 300,000 300,000 0 -

日本での活動補助金

米国電気化学会

日本支部

0 191,000 191,000 0 -

合計 0 4,599,503 4,599,503 0



附 属 明 細 書附 属 明 細 書附 属 明 細 書附 属 明 細 書

１．基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表注記　３．「基本財産及び特定資産の増減額

及びその残高」に記載しているため、省略する。

２．引当金の明細

引当金の明細は次の通りである。
(単位　円）

科　　目 前期末残高 当期増加額　　　　　　　　　　　当期減少額 当期末残高

目的使用 その他

退職給与引当金 1,063,459 331,552 0 0 1,395,011



(単位　円）

　貸借対照表科目 物量・場所等 使用目的等 金　　額

（流動資産）

　　　　現　金現金 手元有高 1,123,930

　　　　預貯金預貯金 ゆうちょ銀行　〇一九 店 29,321,206

ゆうちょ銀行　〇一九 店 58,557

普通預金　 り そな銀行　市ヶ谷支店 4,338,969

　　　  　 　　みずほ銀行　東京中央支店　 738,081

　　　　　　 　三井住友銀行　飯田橋支店　 　運転資金として 413,561

　　　 　　　  三菱東京ＵＦＪ銀行　市ヶ谷支店 　保有している 27,414,053

　　　 　　　  三菱東京ＵＦＪ銀行　市ヶ谷支店 9,190,151

　　　 　　　  三菱ＵＦＪ信託銀行　本店 1,288,942

　　　 　　　  三菱東京ＵＦＪ銀行　市ヶ谷支店 3

　　　　　　　 その他支部等預金 50,610,358

未収金 電池討論会　参加費　ほか 21,519,995

　　　前　払　金前払金 消費税予定納付ほか 8,797,165

　　　未　収　金その他 次大会経費ほか 2,000

　流動資産　計 154,827,238

（固定資産）

　　　基本財産基本財産

定期預金　三菱ＵＦＪ信託銀行　本店 　公益目的保有財産であり 100,000,000

普通預金　みずほ銀行　東京中央支店　 　運用益を公益目的事業に 502,857

　使用している

特定資産

　特定費用準備資金

若手研究者国際交流支援 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行　市ヶ谷支店 4,102,395

国内外国際研究集会助成 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行　市ヶ谷支店 2,500,000

若手・中堅研究費助成 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行　市ヶ谷支店 6,911,000

電気化学会北海道支部設立50周年記念事業 普通預金　北洋銀行　北二十四条支店 800,000

関東支部オンラインセミナー事業資金 普通預金　ゆうちょ銀行　〇九八　 1,300,000

第62回電池討論会開催準備資金 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行　市ヶ谷支店 　公益目的事業の財源として 14,000,000

第12回溶融塩化学技術国際会議準備資金 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行　市ヶ谷支店 　使用している 8,000,000

電解科学技術委員会国際研修助成金 みずほ銀行　横浜駅前支店 3,977,638

国際会議支援資金 十八銀行　大橋支店 2,978,311

国際会議開催資金 ゆうちょ銀行 5,000,000

蛍光体同学会第４００回講演会記念事業資金 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行　市ヶ谷支店 600,000

　その他の特定基金預金 普通預金及び定期預金

北海道支部若手育成事業基金 北洋銀行　北二十四条支店 0

関東支部学術振興基金 りそな銀行　市ヶ谷支店 0

北陸支部記念事業基金 北陸銀行　五福支店 1,655,000

東海支部事業実施基金 三井住友銀行　名古屋支店 850,000

関西支部事業実施基金 三菱東京UFJ銀行　千里中央支店 　支部等における公益目的 827,230

九州支部学術交流基金 西日本シティ銀行　箱崎支店 　事業の財源として 121,280

電池技術公益事業実施基金 南都銀行　京田辺支店 　使用している 0

電池技術委員会賞基金 三井住友銀行　池田支店 0

溶融塩委員会基金 三井住友銀行　六甲支店 0

電解科学技術振興基金 みずほ銀行　横浜駅前支店 1,292,479

化学センサ学術交流基金 十八銀行　大橋支店 2,099,395

化学センサ清山賞基金 十八銀行　大橋支店 124,776

化学センサ碇山国際交流基金 十八銀行　大橋支店 288,853

キャパシタ事業実施基金 みずほ銀行 865,799

エネルギー技術開発振興基金 三井住友銀行　横浜駅前支店他 916,489

電力貯蔵技術研究会基金 筑波銀行　学園並木支店 0

燃料電池基金 ゆうちょ銀行　 647,620

蛍光体国際交流基金 三菱東京UFJ銀行　市ヶ谷支店 0

蛍光体学術振興基金 三菱東京UFJ銀行　市ヶ谷支店 0

有機電気化学学術交流基金 みずほ銀行　芝支店 0

　退職給与引当預金 三菱ＵＦＪ信託銀行　本店 　職員の退職金財源として 1,395,011

 保有している 61,253,276

その他の固定資産

電気設備工事 本部事務所 678,161

什器備品 パソコン，金庫他 　法人全体の財産として 4

リース資産 複合機，電話機器 　使用している 1,480,032

敷金 本部事務所    使用している 4,160,700

6,318,897

　固定資産　計 168,075,030

資産　合計 322,902,268

（流動負債）

      未　 払   金　　 事務費用等未払金 電池討論会運営費用ほか 8,166,162

　　　前 受 会 費　   平成2５年度以降未経過会費前受会費 次年度以降会費 15,633,000

　　　前　 受　 金　　 セミナー参加費前受金 セミナー参加費ほか 3,012,500

　　　仮　 受　 金　  　預かり金ほか仮受金 預り金ほか 234,880

　　　預　  り　 金　　 健康保険料・源泉徴収預り預り金 源泉所得税・社会保険料ほか 819,339

      リース債務（短期）　リース料のうち2５年度支払い分リース債務（短期） リース負債のうち，次年度分 907,200

　流動負債　計 28,773,081

（固定負債）

　　　退職給与引当金　　退職給与引当金 　職員の退職金の支払に充当 1,395,011

　　　リース債務（長期）リース債務 718,920

　固定負債　計 2,113,931

負債　合計 30,887,012

正味財産 292,015,256

財　産　目　録財　産　目　録財　産　目　録財　産　目　録

2020年 12月 31日現在




