
場所・物量等 使用目的等 金        額

Ⅰ　資産の部

 1.　流動資産

  現金 現金手許有高 運転資金として 77,563

  預金 126,426,658

    (普)　三井住友銀行（名古屋） 公益目的事業の運転資金として (51,170,009)

(普)　三井住友銀行（名古屋） 公益目的事業の外貨預金として (4,988,067)

    (普)　三菱UFJ銀行（藤が丘） 公益目的事業の運転資金として (24,587,232)

    (普)　三井住友銀行（名古屋） 管理目的の運転資金として (45,681,350)

未収金 5,791,028
米国債 海外金融資産未収利息 (5,600,248)
労働保険料 精算分の振替 (157,045)
㈱豊田中央研究所 (33,735)

前払金 59,481,762

国立大学法人京都大学 共同研究費 (49,000,000)

国立大学法人東北大学 共同研究費 (6,290,000)

国立大学法人岡山大学 共同研究費 (2,378,000)

豊通保険ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ (546,770)

豊通保険ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 役員傷害保険料 (35,813)

豊通保険ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 賠償責任保険料 (18,525)

㈱日経ｻｲｴﾝｽ 令和4年度年間購読料 (16,104)

㈱ﾆｭｰﾄﾝﾌﾟﾚｽ 令和4年度年間購読料 (11,100)

ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ ｸﾗｳﾄﾞ用BOX利用料 (693,000)

(公財)公益法人協会 令和4年度年会費 (72,000)

日本ﾚｵﾛｼﾞｰ学会 令和4年度年会費 (10,000)

日本中性子学会 令和4年度年会費 (8,000)

高分子学会 令和4年度年会費 (3,300)

溶液科学研究会 令和4年度年会費 (2,000)

㈱大和ﾘﾋﾞﾝｸﾞ 公益目的事業従事者の社宅賃料 (98,000)

生和不動産保証㈱ 公益目的事業従事者の社宅賃料 (80,150)

㈲大永土地 公益目的事業従事者の社宅賃料 (76,500)

山田高司 公益目的事業従事者の社宅賃料 (72,000)

旭化成不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ㈱ 公益目的事業従事者の社宅賃料 (70,500)

仮払金（立替金） 2,737,732

海外大学院進学者に対するもの (97,400)

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券㈱ (1,596,702)

野村證券㈱名古屋支店 (869,319)

従業員に対するもの (174,311)

貯蔵品 293,641

  
豊田理化学研究所 公益目的事業で使用する消耗品

等の期末未使用分として
(293,641)

   流動資産合計 194,808,384

公益目的事業で助成を行う者に
対する仮払金

財産目録
（2022年 3月31日現在）

（単位:円）

貸借対照表科目

建屋及び井口洋夫記念ﾎｰﾙ火災
保険料

海外大学院進学制度積立基金
外国債券　経過利子分
（利払日:2022年5月15日)

事務局出向者　本人負担分昼食
代

海外大学院進学制度積立基金
外国債券　経過利子分
（利払日:2022年5月15日)

公益目的事業及び管理目的に従
事する職員の昼食代・交通費
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 2.　固定資産

　　(1)基本財産

投資有価証券 4,433,690,300

  豊田自動織機株式（50,000株） (423,500,000)

トヨタ自動車株式(1,775,000株） (3,944,937,500)

ジェイテクト株式(15,200株） (14,652,800)

豊田通商株式(10,000株） (50,600,000)

  定期預金 三井住友銀行（名古屋） 公益目的事業の財源として使用 250,000

基本財産合計 4,433,940,300

　　(2)特定資産

役員退職慰労引当資産 5,531,000

三井住友銀行（名古屋支店） (5,531,000)

特定費用準備資金 150,000,000

三井住友銀行（名古屋支店） (150,000,000)

研究資金積立基金 12,975,280,885

豊田自動織機株式（69,000株） (584,430,000)

トヨタ自動車株式(5,182,290株） (11,517,639,525)

ジェイテクト株式(22,800株） (21,979,200)

豊田通商株式(142,536株） (721,232,160)

三井住友銀行定期預金 (130,000,000)

  法人会計積立基金 11,152,500,000

トヨタ自動車株式(5,000,000株） (11,112,500,000)

三井住友銀行定期預金 (40,000,000)

  資産取得資金 127,000,000

（研究棟･ホール修繕費） 三井住友銀行（名古屋支店） 建物修繕費用として積立 (127,000,000)

  海外大学院進学制度積立基金 553,556,115

(120,074,123)

(137,762,515)

(140,972,027)

(154,747,450)

  助成事業積立基金 395,930,674

(395,930,674)

  建物 2,429㎡　3階建 322,214,012

長久手市横道41-1

  建物（建物付属設備） 研究棟付帯設備 46,358,864

  構築物 研究棟周り設備 14,120,839

  什器備品 事務所付帯設備他 59,392

特定資産合計 25,742,551,781

公益目的事業の保有財産であ
り、運用益を公益目的事業の財
源として使用

公益目的事業に必要な財産とし
て保有し、運用益を公益目的事
業の財源として使用

公益目的事業に必要なその他の
活動の用に供する財産であり、運
用益を管理費の財源として使用

共用財産。うち、公益目的事業に
88.6％、管理目的に11.4％使用

共用財産。うち、公益目的事業に
88.6％、管理目的に11.4％使用

共用財産。うち、公益目的事業に
88.6％、管理目的に11.4％使用

役員に対する慰労金の支払いに
備えたもの

共用財産。うち、公益目的事業に
88.6％、管理目的に11.4％使用

野村證券㈱名古屋支店
トレジャリーボンド
（米ドル建、額面金額＄680,000）

野村證券㈱名古屋支店
トレジャリーボンド
（米ドル建、額面金額＄880,000）

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券㈱
米国国債
（米ドル建、額面金額＄817,000）

野村證券㈱名古屋支店
トレジャリーボンド
（米ドル建、額面金額＄1,000,000）

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ證券㈱
米国国債
（米ドル建、額面金額＄2,440,000）

公益目的事業に必要な財産として
保有し、運用益を海外大学院進学
者支援の財源として使用

公益目的事業に必要な財産として
保有し、運用益を助成事業の財源
として使用
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建物 350,036,795

研究棟　2,429㎡　3階建 (14,714,722)

井口洋夫記念ホール (335,322,073)

1170.5㎡　2階建

建物（建物付属設備） 241,090,992

研究棟　付帯設備 (85,782,329)

井口洋夫記念ホール　付帯設備 (155,308,663)

  構築物 42,207,191

研究棟　周り設備 (5,130,817)

井口洋夫記念ホール　周り設備 (37,076,374)

機械装置 井口洋夫記念ホール　機械装置 1,207,566

  什器備品 180,969,416

研究棟 (155,382,518)

研究機器、PC、事務所付帯設備他

井口洋夫記念ホール (25,586,898)

音響設備、家具他

  他無形固定資産 豊田理研ホームページ他 公益目的事業に使用 2,012,550

  保証金 646,000

㈱ニッショー 公益目的事業従事者に使用 (436,000)

ハウスコム㈱ 公益目的事業従事者に使用 (210,000)

長期前払費用 豊通保険ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 455,641

その他固定資産合計 818,626,151

   固定資産合計 30,995,118,232

     資産合計 31,189,926,616

Ⅱ　負債の部

  1.　流動負債

未払金（未払費用他） 27,754,836

  消耗品購入他 公益目的事業に使用のもの11件 (1,007,386)

委託費他 管理目的に使用のもの6件 (5,848,646)

維持管理他 共用で使用のもの13件 (20,898,804)

  預り金 7,601,702

源泉所得税、市民税等 翌月納付の源泉税・市民税 (1,302,925)

委任経理金 公益目的事業従事者に使用 (6,298,777)

  仮受金 3,357

春日鋼機㈱ 先方からの誤入金 (3,357)

賞与引当金 従業員に対するもの 職員賞与の引当金 3,411,000

   流動負債合計 38,770,895

　2.　固定負債

  役員退職慰労引当金 役員に対するもの 役員退職慰労金の引当金 5,531,000

   固定負債合計 5,531,000

     負債合計 44,301,895

     正味財産 31,145,624,721

　　※注）　2021年度（2022年3月31日現在）の公益目的取得財産残高は、7,572,581,503円である。

共用財産。うち、公益目的事業に
88.6％、管理目的に11.4％使用

共用財産。うち、公益目的事業に
90％、管理目的に10％使用

共用財産。うち、公益目的事業に
88.6％、管理目的に11.4％使用

　　（3）その他
　　　　　　固定資産

共用財産。うち、公益目的事業に
90％、管理目的に10％使用

共用財産。うち、公益目的事業に
88.6％、管理目的に11.4％使用

共用財産。うち、公益目的事業に
90％、管理目的に10％使用

共用財産。うち、公益目的事業に
90％、管理目的に10％使用

共用財産。うち、公益目的事業に
88.6％、管理目的に11.4％使用

共用財産。うち、公益目的事業に
90％、管理目的に10％使用

建屋及び井口洋夫記念ﾎｰﾙ火災
保険料
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