
資料（２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸　　借　　対　　照　　表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平 成 ２６ 年 ３ 月 ３１ 日 現 在）　　　　　　　　　　　　　(単位：円)

　　　　 　科　　　　　目 　　 金　　額 　　　　 　科　　　　　目 　　 金　　額
Ⅰ資産の部 Ⅱ負債の部

１．流動資産 １．流動負債

現金 未払金

普通預金 預り金

未収金 流動負債合計

支部・部会活動前払金 ２．固定負債

流動資産合計 退職給付引当金

２．固定資産 固定負債合計

(1)基本財産（定期預金） 負債の部合計

(2)特定資産

社会貢献活動引当資産

周年行事引当資産 Ⅲ正味財産の部

減価償却引当資産 １．正味財産

退職給付引当資産 （内、基本財産）

特定資産合計

(3)その他の固定資産

建物附属設備・構築物

什器備品等

未収金

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産の部合計 負債及び正味財産の部合計53,358,766 53,358,766

38,602,529

42,498,042

49,478,533

3,350,898

544,615

15,442 47,554,563

90,000 (6,000,000)

980,491

325,001

550,048

3,880,233 4,992,804

4,992,804

6,000,000 5,804,203

2,432,935 619,177

6,000 811,399

1,387,904

53,394 192,222

                                                 平成２６年５月８日 

公益社団法人豊田法人会 

 会 員 各 位 

                                               公益社団法人豊田法人会 

                                                会長 小 平 信 因  

                  第２回通常総会参考資料の提供について 
  

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２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参考資料を提供いたしますのでご査収

くださいますようご案内申しあげます。 

                                                        敬具 

                           記 

  

１．日 時 平成２６年５月２３日（金）  午後２時～３時１５分（予定） 

２．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 

  

『通常総会参考資料』 

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 

  

平成２５年度事業報告 

１．活動の基本方針 

  豊田法人会は、平成２５年４月１日に公益社団法人豊田法人会として新たな出発をしました。豊田法人会の６２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努めてきました。 

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、河川のクリーン作戦の清掃ボランティア等の実施 

（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 

  

計算書類及び監査報告 

  資料（１）平成２５年度正味財産増減計算書（平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで） 

  資料（２）貸借対照表（平成２６年３月３１日現在） 

  資料（３）財産目録（平成２６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 小平信因 殿 

     平成２５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２６年４月２１日 公益社団法人豊田法人会監事 柴田康秀、同 吉田健、同 鈴木和弘 



資料（１）　平成２５年度正味財産増減計算書（損益計算ベース）
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで （単位：円）

　　　　 　科　　　　　目 　　 金　　額 　　　　 　科　　　　　目 　　 金　　額
Ⅰ 一般正味財産増減の部 事務所管理費
 １．経常増減の部 支払手数料
(1) 経常収益 雑費
基本財産運用益（基本財産受取利息） 管理費
特定資産運用益（特定資産受取利息） 役員報酬
受取会費 給料手当
事業収益 退職給付費用
研修事業収益 福利厚生費
福利厚生事業収益 事務委託費
広告事業収益 会議費
簡易保険取扱事業収益 旅費交通費

受取補助金等 通信運搬費
受取全法連助成金 減価償却費
受取県連補助金 消耗品費

受取負担金 印刷製本費
受取青年部会負担金 燃料費
受取女性部会負担金 光熱水道費
受取支部負担金 賃借料
受取理事会負担金 租税公課

雑収益 支払負担金
受取利息 委託費
雑収益 会場費
【経常収益計】 広告宣伝費

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

資料（３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　財　　産　　目　　録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平 成 ２６ 年 ３ 月 ３１ 日 現 在）　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
　　　　 　科　　　　　目 　　 金　　額 　　　　 　科　　　　　目 　　 金　　額
Ⅰ資産の部  ト.目的別引当資産
１．流動資産 社会貢献活動引当資産
(1) 現金・預金 周年行事引当資産
(2) 未収金 退職給付引当資産
(3) 前払金 減価償却引当資産

支部・部会活動費前払金 固定資産合計
流動資産合計   資産合計

２．固定資産 Ⅱ負債の部
(1) 基本財産 １．流動負債
 基本金引当定期預金合計  未払金
(2) その他の固定資産  預り金
 イ.建物附属設備及び構築物 流動負債合計
 ロ.車両運搬具（ラクティス） ２．固定負債
 ハ.什器備品等  退職給付引当金
 ニ.預託金 固定負債合計
 ホ.有価証券（豊田信用金庫出資証券）   負債合計
 ヘ.未収金 正味財産

＊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。

10,000 5,804,203
38,602,529 47,554,563

355,855
1,682,707 4,992,804

10,200 4,992,804

6,000,000 192,222
619,177

1,836,751 811,399

3,880,233 53,358,766

6,000 90,000
15,442

1,387,904 49,478,533

325,001
2,486,329 550,048

665,738 0
40,950

1,146,758 47,554,563

833,900
2,172,000 0

195,900 0

100,654 -1,548,156
1,046,187 49,102,719

29,502 47,554,563

2,679,024 186,100
12,306 186,100

314,830 -186,100

1,703,647
555,269 0

1,661,265 0

335,619 -1,362,056
2,885,296 0
7,493,835 -1,362,056

11,018,431 237,118
598,949 74,731

3,027,868 56,489,548

157,445
122,311

5,364,000 107,806

5,933 210,000
311,042 802,926

55,127,492 84,000

662,000 9,562
1,948,000 3,498

316,975 471,509

6,080,101 928,396
1,301,101 1,459
2,169,000 37,328

13,946,300 442,903
12,743,100 85,837
1,203,200 1,879,458

1,061,123 39,793
130,000 2,610,403

3,750,625 89,902

29,281,000 1,306,435
5,498,748 71,016

557,000 359,008

509,444
1,477
2,891 636,000

909,239
420,093


