
平成14年度総務報告

（１）会員の異動状況

平成１４年３月３１日 ４１４名

平成１５年３月３１日現在 ４１６名

（２名の増加：新規入会者１７名、退会者１５名）

（２）事務体制

登記上の主たる事務所を財団法人東洋文庫とし、総務、庶務関係の連絡先は東京外国語大学八尾師誠研究室

に、編集関係の連絡先は東京外国語大学新井政美 研究室に、公開シンポジウム関係の連絡先は立教大学設樂國

廣研究室にそれぞれ設置されている。

（３）財政の状況と今後の見通し

収支はほぼ均衡しており、財政面での不安は少ない。

平成14年度事業報告

（１）事業の状況

イ．公開シンポジウムの開催

第１回 平成14年4月27日「トルコの基層文化とイスラーム」 

於 立教大学 池袋キャンパス

司会 加藤 博

講演者 永田 雄三 新井 政美

第２回 平成14年11月30日「中央アジアの基層文化とイスラーム」

於 立教大学 池袋キャンパス 

司会 加藤 博



パネラー 梅村 坦 小松 久男

以上2回の公開シンポジウムは、それぞれ百名をこえる参加者を得て盛況であった。

（２）イスラーム諸国との情報交換

アッタウヒード（イラン）、アルヤキーン（パキスタン）など、定期的にイスラーム諸国から当協

会事務局に出版物が 送付された。

また、シリア・アラブ共和国のフランス・アラブ学研究所との機関誌の交換が継続

的に行われ、中華人民共和国の社会科学院西亞非州研究所との学術交流も機関誌の寄

贈をはじめとして継続している。

（３）機関誌『イスラム世界』の発行

新井編集長を中心に『イスラム世界』第59号と第60号を刊行し、会員の研究成果を発表した。

平成14年度には５回の編集委員会を開催した。

（４）世界イスラーム動向情報センター

Webページからの情報発信を行い、SDIサービスの開始、セミナー・研究会の開催など、新企画に

関する検討が行 われた。

（５）マーワルディー著（湯川武訳）『統治の諸規則』（本誌19, 22, 27-28, 31-32号に掲載）の再訂版の刊行

準備。

（６）機関誌『イスラム世界』セット販売のための欠号復刻準備。

以上

財 産 目 録

平成１５年３月３１日

（資産の部）



Ｉ．流動資産

（１）現金

現金手許保有高

（２）定期預金

東京三菱銀行：田町支店

（３）普通預金

UFJ銀行：本郷支店

（４）郵便貯金・郵便振替口座

（５）普通預金

みずほ銀行：本郷通支店

（６）普通預金

UFJ銀行：武蔵境店

（７）普通預金

みずほ銀行：武蔵境支店

ＩＩ．固定資産

１土地 平米

２建物 平米

３構築物

４車輌運搬具 台

５計器備品

６電話加入権

７基本財産引当貸与信託

信託銀行：

34,924

4,261,293

253,563

5,094,858

62,192

224,050

50

資産合計 9,930,930

（負債の部）

Ｉ．流動負債

１預り金

2003年度会費

職員に対する源泉所得税

859,590



ＩＩ．固定資産

１長期貸入金

銀行： 支店

２退職金給与引当金

負債合計 859,590

正味財産 9,071,340

基本財産 5,000,000

調査研究基金 2,087,408

正味流動資産 1,983,932

収 支 計 算 書

１ 収支計算の部

（平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日まで）

収入の部

勘定科目

大科目 中科目 予算額 決算額 差異

基本財産運用収入 基本財産運用収入 3,000 1,347 -1,653

事業収入 事業収入 0 0 0

会費収入 会費収入 2,500,000 2,242,580 -257,420

補助金収入
科学研究医研究成果

公開促進費
0 0 0

寄付金収入 寄付金収入 0 0 0

雑収入 200,000 186,494 -13,506

雑誌売却費 43,010

受取利息 505

その他 142,979



イスラム動向情報センター 研究懇話会参加費 0 0 0

小計 2,703,000 2,430,421 -298,299

前期繰越 前期繰越高 2,318,709 2,318,709 0

収入合計 5,021,709 4,749,130 -298,299

2）支出の部

勘定科目

大科目 中科目 予算額 決算額 差異

管理費 会議費 50,000 0 -50,000

通信費 300,000 181,097 118,903

雑給 600,000 591,500 8,500

倉庫保管料 50,000 20,496 29,504

雑費 200,000 81,660 118,340

出版事業費 印刷費ほか 2,000,000 759,359 1,240,659

イスラム動向情報センター 研究懇話会会議費 100,000 100,000 0

春秋シンポジウム 会場費ほか 300,000 155,900 144,180

予備費 1,421,709 21,610 1,400,099

登記料 21,610

支出合計 5,021,709 1,911,622 3,110,191

次期繰越高 2,811,892

平成１５年度事業計画案

（１）方針

本年度は前年度の成果をふまえ、定款の定める目的および事業内容にもとづき、これまでの本協会の事業内容

を前進させる。イスラーム諸国の言語、歴史な ど広く文化一般に関する研究をおこない、日本のイスラーム研



究のなお一層の質的向上をはかる。また、その成果は機関誌や講演会などによって広く社会に向け て発表す

る。そのため、機関誌の定期刊行とその内容の充実をはかり、諸機関から研究委託を受けて現代世界における

イスラームの動向についての調査・研究活 動ならびに情報の提供に尽力する。

（２）事業の内容

１．公開シンポジウムの開催

平成１５年度は下記のシンポジウムを予定している。

第１回目は「イランの基層文化とイスラーム」というタイトルで４月２６日に開催する。これ以降

については、運営委員会が当該企画自体に関して検討を行う。

２．イスラーム諸国との情報交換

平成１４年度に引き続き、イスラーム諸国との機関誌の交換をはじめとした情報交換をおこなう。

３．機関誌『イスラム世界』第61号、第62号の発刊。

４．研究・講演会の受託

外務省、総合研究開発機構などに働きかけ、研究・講演会などの受託を積極的におこなう。

５．世界イスラーム動向情報センターの事業計画

企業関係者も含めた新たな研究会の立ち上げを企画。

６．マーワルディー緒（湯川武訳）『統治の諸規則』の再訂版の刊行準備。

７．機関誌『イスラム世界』セット販売のための欠号復刻準備。

平成１５年度会計予算案

１ 収入支出の予算

（平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日まで)

１）収入の部

勘定科目

前年度予算 増



大科目 中科目 予算額
額 減

基本財産運用収入 基本財産運用収入 3,000 3,000

事業収入 事業収入 0 0

会費収入 会費収入 2,500,000 2,500,000

補助金収入
文部省科学研究費研究公開促進

費
0 0

寄付金収入 寄付金収入 0 0

雑収入 500,000 200,000

雑誌売却費

受取利息

その他

イスラム動向情報セン

ター
研究懇話会参加費 0 0

小計 2,703,000

前期繰越 前期繰越高 2,777,092 2,318,709

収入合計 5,021,709

2）支出の部

勘定科目

大科目 中科目 予算額 前年度予算額 増減

管理費 会議費 50,000 50,000

通信費 300,000 300,000

雑給 600,000 600,000

倉庫保管料 50,000 50,000

雑費 200,000 200,000

出版事業費 印刷費ほか 2,000,000 2,000,000



イスラム動向情報センター 研究懇話会会議費 100,000 100,000

春秋シンポジウム 会場費ほか 300,000 300,000

予備費 1,421,709

支出合計 5,021,709
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