
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 

（流動資産）     

 現金 手元保管 運転資金として 147,524 

 預金 普通預金   

  みずほ銀行浜松町支店 運転資金として 257,171,139 

  三井住友銀行浜松町支店 運転資金として 76,244,109 

  りそな銀行芝支店 運転資金として 5,468,070 

 
 三菱東京 UFJ 銀行東京公

務部 
運転資金として 48,564,180 

  三菱東京 UFJ 銀行本店 運転資金として 99,103,021 

 
 りそな銀行東京ミッドタ

ウン支店 
運転資金として 3,315,072 

  郵便振替貯金 運転資金として 290,983 

  定期預金   

  みずほ銀行浜松町支店 運転資金として 6,640,000 

 
 三菱東京 UFJ 銀行東京公

務部 

運転資金として 12,000,000 

 
未収入金  事業運営に係る事業収益金のうち

未収のもの。 
75,320,349 

 前払金  前払事務所借館料 他 3,842,095 

 
立替金  公益目的事業の運営にかかる立替

金 

161,432 

 貯蔵品  図書等の在庫 4,400,911 

 
繰延税金資産  未払事業税、賞与引当金に対するも

の 

2,384,615 

 
貸倒引当金  未収債権に対する貸倒実績率によ

る計上 他 
△ 526,772 

流動資産合計   594,526,728 

（固定資産）     

基本財産   寄付により受入れた資金を有価証
券、預金として運用益を公益目的事
業の財源としている。 

 

 
基本財産投資有価証

券 

札幌市債 平成 25 年度第

10 回 

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

118,583,000 

 
 利付国債 第 148 回 運用益を公益目的事業の財源とし

て使用している。 
84,170,800 

 
 日本高速道路保有・債務

返済機構債 第 153 回 

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

130,530,000 

 
 日本高速道路保有・債務

返済機構債 第 159 回 

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

205,819,000 

特定資産 
人材開発基金投資有

価証券 

東京都債（20 年）第 30

回 

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

118,241,000 

 
 愛知県債 平成 26 年度第

8回 

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

128,881,000 

 
 住宅金融支援機構債 第

153 回 

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

127,768,000 

 
 東海旅客鉄道社債 第 74

回 

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

120,234,000 

 
 新関西国際空港債 第 16

回 

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

112,029,000 

 
 三菱 UFJ フィナンシャル

グループ債 第 3回劣後 

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

102,000,000 

 
国際事業基金投資有
価証券 

シルフリミテッドシリー

ズ 1182 

運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

51,600,000 

 
 Lloyds TSB Bank plc 債 運用益を公益目的事業の財源とし

て使用している。 
109,740,000 

 
 利付国債 第 123 回 運用益を公益目的事業の財源とし

て使用している。 
64,080,900 

 
 利付国債 第 143 回 運用益を公益目的事業の財源とし

て使用している。 
60,880,000 
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 

 
 利付国債 第 144 回 運用益を公益目的事業の財源とし

て使用している。 
60,070,450 

 
国際事業基金預金 三菱東京 UFJ 銀行東京公

務部 
運用益を公益目的事業の財源とし
て使用している。 

1,702,000 

 
退職給付引当資産 大和ネクスト銀行 恵比

寿支店、三井住友銀行浜
松町支店 他 

役職員に対する退職金の支払いに
備えるための積立資産 

124,333,817 

その他固定資産 
建物附属設備 事務所フローリング床 

他 

各事業及び管理運営の用に供して

いる。 

14,506,726 

 
 丸の内広報拠点の内装 

他 

公益目的事業の用に供している。 35,740,224 

 
器具備品 事務用ＰＣ、什器、音響

機器、パーティションサ
ーバー、複合コピー機 他 

各事業及び管理運営の用に供して
いる。 

3,777,553 

 
ソフトウェア 人財育成事業 Web 他 各事業及び管理運営の用に供して

いる。 

599,336 

 商標権 Ｇマーク商標権 他 使用促進事業の用に供している。 1,173,912 

 
敷金 居室・事務所の敷金 各事業及び管理運営の用に供して

いる。 
23,572,952 

  丸の内広報拠点の敷金 公益目的事業の用に供している。 2,070,900 

 
投資有価証券 ソフトバンク社債 第 43

回 

法人会計で管理する債券 20,248,000 

 
 ソフトバンク社債 第 45

回 

法人会計で管理する債券 20,094,000 

 
 ソフトバンク社債 第 47

回 

法人会計で管理する債券 19,954,000 

 
 埼玉県債 第 3 回 30 年 運用益を公益目的事業の財源とし

て使用している。 

122,885,000 

 長期貸付金  役員への貸付金 10,000,000 

 繰延税金資産  退職給付引当金 等 4,987,057 

固定資産合計   2,000,272,627 

  資産合計   2,594,799,355 

（流動負債）     

 
未払金  事業運営に係る事業実施費用のう

ち未払のもの。 
76,036,484 

 未払法人税等  国税庁に対する未払法人税 等 35,234,500 

 未払消費税等  国税庁に対する未払消費税 等 534,700 

 

預り金  源泉所得税、健康保険、労働保険、
住民税の個人給与天引き会社預か
り金 他 

3,078,974 

 
賞与引当金  職員に対する賞与の支払いに備え

るための引当金 
12,398,261 

流動負債合計   127,282,919 

（固定負債）     

 
退職給付引当金  役職員に対する退職金の支払いに

備えるための引当金 
124,333,817 

 
資産除去債務  事務所退去時の原状復帰費用の見

積もり 
39,844,972 

 
長期未払金  事業運営に係る事業実施費用のう

ち長期未払のもの。 
488,751 

固定負債合計   164,667,540 

  負債合計   291,950,459 

  正味財産   2,302,848,896 
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