
公益社団法人豊田法人会
正会員各位

平成30年4月27日

公益社団法人豊田法人会
会 長　永　田　　理

第６回通常総会の計算書類等の提供について
拝啓　平素は法人会活動にご理解ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当会第６回通常総会を下記のとおり開催いたしますが、理事会で承認を受けた
次の計算書類等を提供いたしますのでご案内申しあげます。　　　　　　　　敬  具

記
日　時／平成３０年５月１５日（火）  午後２時３０分～３時４５分（予定）
場　所／豊田市民文化会館（小ホール）  豊田市小坂町１２丁目１００番地

『計算書類等』

資料（１） 貸 借 対 照 表（平成３０年３月３１日現在） （単位：円）
金　　額科　　　　　目 金　　額科　　　　　目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
　　現金
　　普通預金・定期預金
　　貯蔵品
　　　　流動資産合計
２．固定資産
 （1）基本財産（定期預金）
 （2）特定資産
　　社会貢献活動引当資産
　　周年行事引当資産
　　創立70周年記念事業準備資金
　　減価償却引当資産
　　退職給付引当資産
　　　　特定資産合計
 （3）その他固定資産
　　建物附属設備・構築物
　　車両・什器備品等
　　　　その他固定資産合計
　　　　固定資産合計

Ⅱ負債の部
１．流動負債
　　未払金       
　　預り金       
　　　　流動負債合計     
２．固定負債
　　退職給付引当金       
　　　　固定負債合計     
　　　　負債の部合計

Ⅲ正味財産の部
１．正味財産
　　（内、基本財産）

資産の部合計 負債及び正味財産の部合計

134,665
13,303 ,318
297,540

13,735 ,523

26,000 ,000

5,009 ,325
2,551 ,549
5,000 ,000
8,023 ,396
3,381 ,305
23,965 ,575

2,308 ,466
143,386
2,451 ,852
52,417 ,427

251,105
971,398
1,222 ,503

3,381 ,305
3,381 ,305
4,603 ,808

61,549 ,142
（26,000,000）

66,152,950

A4／上質 35／三つ折り／ 3,000 枚 ↓ここが表側にくるように折る

理事会で承認を受けた計算書類及び事業報告並びに監査報告

１．活動の基本方針
豊田法人会は、公益社団法人に移行し５年目になりました。豊田法人会の６６
年の活動の歴史と伝統を大切に、公益社団法人として税に関する活動及び
地域社会への貢献に積極的に取組んでまいりました。

２．主な活動は次のとおりです。
（１）税知識の普及、納税意識高揚に関する事業

税務会計講座、法人税セミナー初級・上級、資産税セミナー、業種別税務
研修会、決算期別説明会、新設法人説明会、改正税法説明会等の実施

（２）地域企業の健全な発展、地域社会への貢献を目的とする事業
経済・経営講演会、企業施設見学会、地域の文化・観光の活性化支援、
河川の清掃ボランティア等への支援及び参加

（３）会員の福利厚生に関する事業
生活習慣病予防検診の支援、団体扱い保険加入の推進等

（４）会員の交流に関する事業
会員増強に関する事業、本会・支部・部会の役員会、会員の親睦等に関
する事業

平成２９年度事業報告 計算書類及び監査報告
資 料  （１）貸借対照表（平成３０年３月３１日現在）
資 料  （２）平成２９年度正味財産増減計算書
　　　 　 （平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）
資 料  （３）財産目録（平成３０年３月３１日現在）

監査報告　監査報告書　
　　　　　公益社団法人豊田法人会
　　　　　会長　永田　理　殿
平成２９年度の事業報告及び理事の職務執行
に関する監査を行いましたが、法令及び定款に
従い適正に示しているものと認めます。　

　　平成３０年４月１８日　
　　公益社団法人豊田法人会
　　監事　清水寛一、 同 三橋惠治、 同 加藤秀人

66,152,950



資料（２）
平成29年度正味財産増減計算書
（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで） （単位：円）

金　　額科　　　　　目 金　　額科　　　　　目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　（1）経常収益
　　　基本財産運用益（基本財産受取利息）
　　　特定資産運用益（特定資産受取利息）
　　　受取会費
　　　事業収益
　　　　研修事業収益
　　　　福利厚生事業収益・その他収益
　　　　広告事業収益
　　　　簡易保険取扱事業収益
　　　受取補助金等
　　　　受取全法連助成金
　　　　受取県連補助金
　　　受取負担金
　　　　受取青年部会負担金
　　　　受取女性部会負担金
　　　　受取支部負担金
　　　　受取理事会負担金
　　　雑収益
　　　　受取利息
　　　　雑収益
　　　　【経常収益計】
　　（2）経常費用
　　　事業費
　　　　役員報酬
　　　　給料手当
　　　　退職給付費用
　　　　福利厚生費
　　　　事務委託費
　　　　会議費
　　　　旅費交通費
　　　　通信運搬費
　　　　減価償却費
　　　　消耗品費
　　　　印刷製本費
　　　　燃料費・保険料・修繕費
　　　　光熱水道費
　　　　賃借料
　　　　諸謝金
　　　　租税公課
　　　　支払負担金
　　　　支払助成金
　　　　委託費
　　　　会場費
　　　　広告宣伝費
　　　　リース料

　　　　事務所管理費
　　　　支払手数料
　　　　雑費
　　　管理費
　　　　役員報酬
　　　　給料手当
　　　　退職給付費用
　　　　福利厚生費
　　　　事務委託費
　　　　会議費
　　　　旅費交通費
　　　　通信運搬費
　　　　減価償却費
　　　　消耗品費
　　　　印刷製本費
　　　　燃料費・保険料・修繕費
　　　　光熱水道費
　　　　賃借料
　　　　租税公課
　　　　支払負担金
　　　　支払寄附金
　　　　委託費            
　　　　会場費
　　　　広告宣伝費
　　　　渉外慶弔費
　　　　表彰費
　　　　リース料
　　　　事務所管理費
　　　　支払手数料
　　　　雑費・諸謝金
　　　　【経常費用計】
　　　評価損益等調整前当期経常増減額
　　　評価損益等計
　　　当期経常増減額
　 ２．経常外増減の部
　　（1）経常外収益
　　　　【経常外収益計】
　　（2）経常外費用
　　　　【経常外費用計】
　　　当期経常外増減額
　　　当期一般正味財産増減額
　　　当期一般正味財産期首残高
　　　当期一般正味財産期末残高
  Ⅱ 当期指定正味財産増減の部
　　　当期指定正味財産期首残高
　　　当期指定正味財産期末残高
  Ⅲ 正味財産期末残高

4,009
6,779

30,910 ,000
1,805 ,117
230,000
779,202
130,000
665,915

17,011 ,000
15,284 ,000
1,727 ,000
6,976 ,000
1,203 ,000
1,760 ,000
1,368 ,000
2,645 ,000
1,220 ,538

1,282
1,219 ,256
57,933 ,443

        
41 ,903 ,050
4,417 ,200
9,378 ,961
569,292
1,608 ,677
316,149
3,465 ,663
8,398 ,433
1,791 ,998
208,411
2,165 ,379
2,647 ,438
183,721
275,193
320,146
733,916
141,310
272,000
1,041 ,680
151,200
138,536
46,020

1,064 ,855

1,972 ,722
429,644
164,506

12,529 ,518
982,800
2,086 ,761
126,663
357,920
70,341

2,541 ,701
226,178
817,426
46,370
833,371
803,751
40,875
61,228
66,780
31,890
757,694
295,000
356,484
207,440
75,600
367,652
576,460
236,923
438,918
97,321
25,971

54,432 ,568
3,500 ,875

0
3,500 ,875

0
0
0
0
0

3,500 ,875
58,048 ,267
61,549 ,142

0
0

61,549 ,142

資料（３） （単位：円）
金　　額科　　　　　目 金　　額科　　　　　目

Ⅰ資産の部
　１．流動資産
　　（1）現金
　　（2）普通預金
　　（3）貯蔵品
　　　　　　　流動資産合計
　２．固定資産
　　（1）基本財産(定期預金）
　　（2）特定資産(定期預金）
　　　　  社会貢献活動引当資産
              周年行事引当資産
              創立７０周年記念事業準備資金
              減価償却引当資産
              退職給付引当資産
　　　　　　　特定資産合計
　　（3）その他固定資産
　　　イ.建物附属設備及び構築物
　　　ロ.車両運搬具（ラクティス）

　　　ハ.什器備品等
　　　ニ.預託金
　　　ホ.有価証券（出資証券）
　　　　　　　その他固定資産合計
　　　　　　　固定資産合計
　　　　　　　　　資産合計

Ⅱ負債の部
　１．流動負債
　　　預り金・未払金
　　　　　　　流動負債合計
　２．固定負債
　　　退職給付引当金
　　　　　　　固定負債合計
　　　　　　　　　負債合計

　　　　　　　　　正味財産

134,665
13,303 ,318
297,540

13,735 ,523

26,000 ,000

5,009 ,325
2,551 ,549
5,000 ,000
8,023 ,396
3,381 ,305
23,965 ,575

2,308 ,466
41,110

82,076
10,200
10,000

2,451 ,852
52,417 ,427
66,152 ,950

        
        
        

1 ,222 ,503
1,222 ,503

        
3 ,381 ,305
3,381 ,305
4,603 ,808

        
61 ,549 ,142

（損益計算ベース）

財　産　目　録（平成３０年３月３１日現在）

※計算書類の資料は、紙面の関係上順不同となっております。ご了承下さい。以上


