
法　人　名：公益財団法人　出光美術館

(流動資産)

現金 3,764,959

現金 運転資金として 3,700,000

小口現金 同上 64,959

預金 普通預金 46,548,748

 三井住友銀行　東京営業部 同上 28,153,325

 三菱東京ＵＦＪ銀行　新丸の内支店 同上 10,389,674

 三井住友銀行東京営業部（給与引当金口） 同上 6,336,104

 三井住友信託銀行　本店営業部 同上 1,647,558

 三井住友銀行　本店営業部 同上 16,987

 郵便貯金（出版） 出版物売上代金 5,100

未収金 7,330,007

国庫補助金 平成27年度重文保存整備補助金 1,536,000

東京都補助金 同上 691,000

公益財団法人出光佐三美術館 出版物・購入品売上代金 1,986,973

(有)和銅社　他39件 同上 他 3,116,034

1,379,762

ﾃﾚﾎﾝｶｰﾄﾞ 1,347,630

郵便切手273枚 32,132

未収還付消費税等 麹町税務署 平成27年度確定消費税及び地方消費税 1,244,600

出版物 56,778,225

蔵品図録　田能村竹田183点他　全333点 展覧会及び文化支援事業の用に供している。 7,782,689

ｶﾀﾛｸﾞ　ﾕｰﾄﾋﾟｱ566点他　全18,967点 同上 32,035,915

複製画等　新絵のみ 鬼笑画賛500点　他

全6,001点

同上 11,031,433

絵はがき184,791枚 同上 5,928,188

雑品 9,803,400

ﾒﾓ帳(十二カ月離合山水図）674点他　全

34,447点

展覧会及び文化支援事業の用に供している。 9,760,200

購入書籍　人間尊重70年25冊 同上 43,200

貯蔵品 ﾗｽﾀｰ彩水禽文花入他　全342点 展覧会及び文化支援事業の用に供している。 35,792,163

前払費用 4,225,971

東宝不動産㈱ 平成28年4月土地及び事務所賃借料 3,780,271

ｾｺﾑ㈱ 平成28年4月分　警備・ｾﾝﾀｰ保守・AEDﾊﾟｯｹｰｼﾞ

契約料

164,700

表示灯㈱ 日比谷駅ﾅﾋﾞﾀ掲出料 162,000

千代田区立日比谷図書文化館 コンベンションホール使用料 111,000

日本ﾐｭｰｼﾞｱﾑﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ学会 平成28年度年会費 8,000

仮払金 ぐるっとﾊﾟｽ2015実行委員会 「ぐるっとﾊﾟｽ2015」参加負担金 150,000

167,017,835

(固定資産)

  基本財産 土地 三鷹ｾﾝﾀｰ敷地　6225.52㎡ 公益目的保有財産であり、展覧会及び文化支援事

業の用に供している。

654,000,000

建物 2,645,211,055

東京本部建物　2886.00㎡他 同上 793,220,157

三鷹ｾﾝﾀｰ建物　7175.58㎡他 同上 1,851,990,898

美術品 69,440,001,002

祇園祭礼図屏風他　全4,762点

平成22年3月31日以前取得

公益目的保有財産かつ不可欠特定財産であり、展

覧会及び文化支援事業の用に供している。

58,880,982,142

柿釉大鉢他全2,331点 公益目的保有財産であり、展覧会及び文化支援事

業の用に供している。

10,559,018,860

貯蔵品（金券等

決済資産）

流動資産合計

財　産　目　録
平成28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



法　人　名：公益財団法人　出光美術館

財　産　目　録
平成28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

投資有価証券 出光興産㈱　　株式800万株 共用財産であり、運用益の90％を展覧会及び文化

支援事業の用に供し、残り10％を管理業務の用に

供している。公益目的事業の用に供している部分

は公益目的保有財産である。

16,072,000,000

借地権 千代田区丸の内12番3　7.346％ 公益目的保有財産であり、展覧会及び文化支援事

業の用に供している。

278,470,908

長期預金 定期預金

三井住友信託銀行　本店営業部

公益目的保有財産であり、運用益を展覧会及び文

化支援事業の用に供している。

165,000,000

89,254,682,965

  特定資産

建物 三鷹ｾﾝﾀｰ建物　地下2階収蔵庫他空調設

備

公益目的保有財産であり、展覧会及び文化支援事

業の用に供している。

25,517,793

美術品 手鑑浜千鳥他 全1,697点 同上 502,353,000

構築物 三鷹ｾﾝﾀｰ構築物　ｾﾝﾀｰ外壁ﾌｪﾝｽ他 同上 42,470,478

備品 展示用備品と事務用備品 同上 63,229,775

退職給付引当資

産

普通預金

 三井住友銀行　東京営業部

展覧会及び文化支援事業及び管理業務に従事す

る職員の退職金に充当する資金である。

15,786,791

賞与引当資産 同上(給与引当金口） 展覧会及び文化支援事業及び管理業務に従事す

る職員の賞与支払に充当する資金である。

18,843,750

本館建替資金資

産

同上 資産取得資金であり、本館の建替え（公益目的保

有財産の取得）をするための資金である。

130,000,000

センター改修引

当資産

同上 指定正味財産を財源とする資金で、展覧会及び文

化支援事業の用に供するものである。

29,070,960

美術品管理修復

引当資産

78,600,115

同上 一般正味財産を財源とする特定費用準備資金で

あり、美術品ﾃﾞｰﾀのﾃﾞｼﾞﾀﾙ化及び美術品修復のた

めに使用する資金としている。

59,836,233

同上 指定正味財産を財源とする資金であり、美術品ﾃﾞｰ

ﾀのﾃﾞｼﾞﾀﾙ化及び美術品修復のために使用する資

金である。

18,763,882

減価償却引当資

産

同上 資産取得資金であり、減価償却資産の取得又は改

良するために使用する資金としている。

28,785,671

美術館基金 同上 指定正味財産を財源とする資金で、展覧会及び文

化支援事業の用に供するものである。

166,466,600

1,101,124,933

その他固定

資産

建物 65,637,190

東京本部建物　2886.00㎡ 公益保有目的財産であり、展覧会及び文化支援事

業の用に使用している。

62,556,205

三鷹ｾﾝﾀｰ建物　7175.58㎡ 同上 3,080,985

基本財産合計

特定資産合計



法　人　名：公益財団法人　出光美術館

財　産　目　録
平成28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

構築物 三鷹ｾﾝﾀｰ構築物　屋外ｽﾃｰｼﾞ設置荒仕上

御影石他

同上 1,227,142

備品 87,307,428

本館事務用備品　書架他158式 公益保有目的財産であり、展覧会及び文化支援事

業の用に供している。

21,729,587

ｾﾝﾀｰ事務用備品　電動移動書架他55式 同上 4,300,309

本館展示用備品　ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ一式他97式 同上 54,313,957

ｾﾝﾀｰ展示用備品　移動ｹｰｽ補強工事他29

式

同上 6,963,575

図書 美術専門書籍等　三上次男記念文庫他

151式

同上 54,105,390

美術品 初夏山雨他　全563点 同上 730,310,247

電話加入権 03-3496-0487他 同上 1,236,701

差入保証金 1,223,900

東京ｶﾞﾚｰﾁﾞ㈱　車庫敷金 管理業務の用に供している。 480,000

東宝不動産㈱

本館9階事務所前通路契約保証金

同上 693,900

ｾｺﾑ㈱

展示室防犯ｻｰﾋﾞｽ契約保証金

同上 50,000

ソフトウェア 新会計ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ及び承認機能・汎用入力

機能追加

同上 5,634,066

長期預金 三井住友銀行　東京営業部 運用益を展覧会及び文化支援事業の用に供して

いる。

2,065,435

投資有価証券 ㈱桜映画社　映画HAZAN上映事業出資金

4口(1口50万円)

展覧会及び文化支援事業の用に供している。 2,000,000

950,747,499

91,306,555,397

91,473,573,232

(流動負債)

未払手数料 126,093

公益財団法人出光佐三記念美術館 委託販売手数料 94,037

株式会社東京美術 同上 27,018

美術はがきｷﾞｬﾗﾘｰ京都便利堂 同上 2,800

一般財団法人歴史民族博物館振興会 同上 1,050

茶房　古九谷 同上 948

公益財団法人小杉放菴記念日光美術館 同上 240

未払金 23,593,471

株式会社便利堂
3月分仕入代金、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影料、ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ印刷

料他

4,173,178

東洋美術印刷㈱ 3月仕入代金・紀要抜き刷り印刷・整理券印刷代
2,620,602

M･Tｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 展示台制作費他 2,550,193

㈱ﾌﾞﾘｭｯｹ 紀要編集制作費 1,645,056

㈱IMAGICAｲﾒｰｼﾞﾜｰｸｽ VHSﾃｰﾌﾟDVDﾃｰﾌﾟ変換作業料 1,404,000

㈱東宝ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 3月分　清掃料・ﾄｲﾚ用品消耗品代 1,379,568

㈱ｱﾄﾞｱｰﾂ 3月仕入代金 1,216,080

館員 3月分　館員立替経費 853,598

ﾋﾟー ｴｽ工業㈱ 加除湿ﾕﾆｯﾄ取付工事代 851,040

日本写真印刷㈱ 角2封筒、ﾚﾀｰﾍｯﾄﾞ印刷代 702,000

㈱和光ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ　他62件 展覧会広告掲載料　他 6,198,156

  　　　　  資産合計

その他固定資産合計

　　　　　　固定資産合計



法　人　名：公益財団法人　出光美術館

財　産　目　録
平成28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

未払費用 6,918,004

館員 3月館員給与 3,433,910

千代田年金事務所 3月分給与･賞与引当金にかかる厚生年金保険料・

児童手当拠出金

1,697,590

出光興産健康保険組合 3月分給与･賞与引当金にかかる健康保険料・介護

保険料

1,018,907

日本通運㈱東京北支店 倉庫賃借料 510,840

東京労働局 労働保険・雇用保険料 175,757

日本通運㈱北九州支店 倉庫賃借料 81,000

預り金 1,602,124

市区町村 住民税　3月分 806,200

麹町税務署 源泉所得税　3月分 665,924

入館者 ぐるっとﾊﾟｽ売上分 130,000

賞与引当金 職員21名に対するもの 平成28年度上期賞与 18,843,750

仮受金 142,087

㈱京佑 勝川春勝展　受託品 60,858

㈱世界文化社 同上 58,072

野沢民芸品製作企業組合 同上 17,676

㈱東京堂出版 同上 5,481

51,225,529

(固定負債)

退職給付引当金 職員15名に対するもの 16,089,000

16,089,000

67,314,529

91,406,258,703

流動負債合計

固定負債合計

　　　　 負債合計

         正味財産


