
うち公益目的保有財産60％

 うち相互扶助等事業財産20％

うち管理目的の財源として使用する財産20％

  うち公益目的保有財産60％

  うち相互扶助等事業財産20％

 うち管理目的の財源として使用する財産20％

うち公益目的保有財産
うち引当資産
うち公益目的事業の財源として使用する財産
うち相互扶助等事業の財源として使用する財産
うち管理目的の財源として使用する財産

㈱イーコミュニケーションズ

その他

正会員　 3社　

労働局

麹町税務署

未払消費税等 麹町税務署

（注）平成２８年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。

（単位：円）

期　首

期　末

公益目的事業共用の財源として使用している。

10,000,000

  

（現金・預金合計） 31,192,389

  

    JapanNetBank 公益目的事業共用の財源として使用している。

  1,124,727

（貯蔵品合計） 64,228

12,920

10,000,000

12,493,022

未収金 会員 その他1・教育事業の資格試験収益である。

   固定資産合計

源泉所得税 役・職員の給与より控除した源泉所得税である。 222,880

仮受金 翌事業年度の概算労働保険料等である。 2,532

20,000,000

    

管理目的の資産である。

（未払消費税等合計）

94,200

1,022,900

前受金

    預り金 雇用保険料

りそな銀行九段支店 運転資金として 133,356

    JapanNetBank 運転資金として 330,047

貯蔵品 郵便切手 64,228

    三菱東京UFJ銀行神保町支店 運転資金として 27,949,178

    

132,820

    みずほ銀行飯田橋支店 運転資金として 2,132,064

  現金 手元保管 運転資金として 29,719

    普通預金 三井住友銀行東京公務部 運転資金として 472,285

使用目的等 金        額

  (流動資産)

   流動負債合計

1,101,194

24,417,627

財 産 目 録
平成29年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目 場所・物量等

（未収金合計） 916,500

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ　ｻｰﾊﾞｰ 1台 管理事業に使用するサーバーである。

商標権

1,124,727

（特定資産合計）

公益目的事業財産であり、公1・適正化事業の財源として使用している。

3,303,580

職員、アルバイト 公益目的事業及び相互扶助等事業、管理目的の業務に従事した職員の残業
代及び公益目的事業公１に従事したアルバイトの3月分給与である。

793,316

15,971,712
3,303,580
9,741,100

（前受金合計） 9,900

9,741,100

8,547,600
1,193,500

（前受金合計） 2,532

69,269,556

役・職員の給与より過控除した雇用保険料であり翌年度役・職員へ返金予定である。 210

53,297,844

職員退職給付引当資産 三菱東京UFJ銀行神保町支店 職員４名に対する退職金の支払いに備えた預金である。

  (固定資産)
    特定資産 役員退職慰労引当資産 三菱東京UFJ銀行神保町支店

未払金

役員分

（未払法人税等合計）

  916,500

   流動資産合計

  

鈴榮特許綜合事務所 管理目的の財源とした商標権更新登録料である。

電話加入権 03-3288-0881他2回線 （共用財産）

敷金

   資産合計

927,790

1,203,749

役員１名に対する退職金の支払いに備えたものである。 1,193,500

  ㈱YZ管財 （共用財産）

  (流動負債)

公益目的事業及び相互扶助等事業、管理目的の業務に使用する翌事業年度
の会費である。

  (固定負債)

  職員退職給付引当金 職員分

  

    
    源泉所得税謝金 有識者などの謝礼金より控除した源泉所得税である。

役員退職慰労引当金

什器備品 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ　１台

職員４名に対する退職金の支払いに備えたものである。 8,547,600

4,308

（前受会費合計） 6,990,000

公益目的事業及び相互扶助事業及び管理目的の収益に係る消費税である。 1,022,900

9,900翌事業年度のその他１・教育事業のハンドブック販売収入である。

未払法人税等 収益事業に対する法人税・事業税等である。 94,200

   負債合計 34,158,727

   正味財産 35,110,829

   固定負債合計

3,303,580

6,990,000前受会費

（預り金合計） 306,198

住民税 役・職員の給与より控除した住民税である。 78,800

（什器備品合計）

    東日本銀行飯田橋支店 運転資金として

（定期預金合計）

役員１名に対する退職金の支払いに備えた預金である。

    その他固定資産

（前払金合計）

  

  

定期預金 三井住友信託銀行本店営業部

運転資金として

  

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ対応給与ソフト 管理事業に使用する給与ソフトである。

（商標権合計）

前払金 ㈱曻宏堂

三井住友信託銀行本店営業部

厚生労働省職業安定局

正会員13社、賛助会員4社

その他1・教育事業に関わるハンドブック印刷費などである。

その他１・教育事業の資格試験年間保障超過分である。

公益目的事業及び相互扶助事業及び管理目的の業務に使用する小口費用14
件である。

厚生労働省職業安定局

（未払金合計）

公益目的事業公1求人情報提供事業の適正化推進事業委託費返還金

（敷金合計）

公益目的事業公1求人情報提供事業の適正化援助事業委託費返還金

（電話加入権合計）

103,282

103,282

303,580

1

3,000,000
1,000,000
1,000,000

5,000,000

574,020

15,991,897

業務用端末　iphone6

101,194

101,194

505,968

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ  １台 管理事業に使用するハードディスクである。

1,825,837

102,789

621,362

82,507

13,470
64,818

119,232

1

管理事業に使用する端末である。

9,741,100

ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ　 3台 管理事業に使用するハードディスクである。 238,545
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ  １台 管理事業に使用するハードディスクである。



監 査 報 告 書 
 

 

公益社団法人 全国求人情報協会 

理 事 長  丹澤 直紀 殿 

平成 29 年 5 月 22 日 

 

公益社団法人 全国求人情報協会 

監  事   枝本  明    

公益社団法人 全国求人情報協会 

監  事    島田  俊郎   

 

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務

の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。 

 

1 監査の方法及びその内容 

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努

めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及

び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告に

ついて検討いたしました。 

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸

借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いた

しました。 

 

2 監査意見 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。 

 

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果 

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべて

の重要な点において適正に示しているものと認めます。 

以上 
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