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(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金        額

  (流動資産) 現金預金

 　現金 手元保管 運転資金として 100,000

 　預金 普通預金

 
三菱東京ＵＦＪ銀行本店
管 7656587

運転資金として 26,968,832

三菱東京ＵＦＪ銀行本店
Ｓ 7644723

　　同上 3,788,666

三菱東京ＵＦＪ銀行本店
① 7644650

　　同上 521,312,184

三菱東京ＵＦＪ銀行本店
財 7644707

　　同上 3,034,157

三菱東京ＵＦＪ銀行本店
受 7644663

　　同上 90,824,516

＜現金・預金＞ 646,028,355

 未収金 助成事業（情報誌） 公1：自己負担分 189,266

受託事業（事故防止） 公1：受託事業収入 3,888,000

受託事業（気仙沼市） 　　同上 31,644,000

受託事業（クルーズ） 　　同上 9,255,600

受託事業（気仙沼港） 　　同上 9,806,400

受託事業（富山県） 公2：受託事業収入 1,000,000

雑収(管理費) 公1：補助金返還金 587

雑収(管理費) 公1：助成金返還金 1,609

雑収(国際動向) 公3：補助金返還金 389,365

＜未収金＞ 56,174,827

 前払金 特定資産（基本金） 基盤整備　海外旅行保険 213,180

＜前払金＞ 213,180

 前払費用 職員・派遣員・嘱託
公益目的事業及び管理目的の業務を執行ま
たは従事する職員等6か月分通勤費（平成
30.4～30.9）である。

1,131,460

助成事業（29ミクロ） 公3：事業継続による。 65,329,511

助成事業（29ミクロP） 　　同上 5,663,779

受託事業（JICA3） 　　同上 65,673

＜前払費用＞ 72,190,423

774,606,785

  (固定資産)

    特定資産 　 1,912,640,570

 基本金

 （満期保有目的の債券） 1,391,131,959

 
第19回シティグループ・イン
ク円貨社債

野村証券(株)虎ノ門支店
公益目的事業及び管理目的の業務に供する
財産であり、運用益を管理目的の財源とし
て使用している。

91,108,364

 
第55回 三井物産株式会社　無
担保社債

同上 同上 100,000,000

 
第10回東京地下鉄株式会社社
債

同上 同上 100,000,000

 
オーストラリアコモンウェル
ス銀行債

同上 同上 100,000,000

 フランス国有鉄道債 同上 同上 100,000,000

財　産　目　録
平成30年 3月31日現在

 

貸借対照表科目

   流動資産合計
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第138回　利付国債
（20年）

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
(株)本店

公益目的事業及び管理目的の業務に供する
財産であり、運用益を管理目的の財源とし
て使用している。

50,000,000

 
第146回　利付国債
（20年）

大和証券(株) 同上 100,983,475

 ドイツ復興金融公庫債
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券
(株)本店

同上 100,000,000

 
第151回　利付国債
（20年）

SMBC日興証券(株) 同上 151,640,662

 
政府保証第237回日本高速道路
保有・債務返済機構債券

同上 同上 98,433,228

 
第152回　利付国債
（20年）

同上 同上 98,966,230

SMBC日興証券債 同上 同上 100,000,000

 
第110回  東日本旅客鉄道無担
保普通社債

野村証券(株)虎ノ門支店 同上 100,000,000

第161回日本高速道路保有・債
務返済機構債券

SMBC日興証券(株) 同上 100,000,000

 266,672,200

 
第67回　三菱地所株式会社無
担保社債

野村証券(株)虎ノ門支店
公益目的事業及び管理目的の業務に供する
財産であり、運用益を管理目的の財源とし
て使用している。

115,693,600

 第71回　利付国債(20年） 同上 同上 22,840,460

 
第8回　住友信託銀行株式会社
無担保社債

同上 同上 117,934,200

第54回利付国債(30年) 同上 同上 10,203,940

＜基本金＞ 1,657,804,159

 退職給付引当資産
三菱東京ＵＦＪ銀行本店
定期預金 7656605

役員及び職員に対する退職金の支払い財源
として使用する資産である。

55,632,500

＜退職給付引当資産＞ 55,632,500

 法人運営準備資産
三菱東京ＵＦＪ銀行本店
普通預金 7656587

管理目的の財源として使用する資産であ
る。

4,230,420

野村証券(株)虎ノ門支店
第81回利付国債（20年）

同上 11,523,260

＜法人運営準備資産＞ 15,753,680

 事業活動準備資産
三菱東京ＵＦＪ銀行本店
普通預金  7656587

公益目的事業の財源として使用する資産で
ある。

10,000,000

＜事業活動準備資産＞ 10,000,000

 国際情報活動準備資産
三菱東京ＵＦＪ銀行本店
普通預金　7644723

公益目的事業の財源として使用する資産で
ある。

48,948,170

三菱東京ＵＦＪ銀行
シンガポール支店

同上 6,881,042

 
HSBC　Bank　UK
（ロンドン）

同上 5,621,019

 ＜国際情報活動準備資産＞ 61,450,231

 
ミクロネシア３国海上保安体
制強化支援準備資産（29ミク
ロ）

三菱東京ＵＦＪ銀行　本
店　普通預金　7644650

公益目的事業の財源として使用する資産で
ある。

112,000,000

 
＜ミクロネシア３国海上保安

体制強化支援準備資産＞
112,000,000

28,892,383

 建物付属設備 パーテーション等
公益目的事業及び管理目的の財源として使
用する資産である。

2,005,470

＜建物付属設備＞ 2,005,470

 什器備品 パソコン等

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管
理目的の財源として使用する資産である。
共用割合は、公益目的保有財産として78％、そ
の他の業務等財産として22％である。

6,139,977

＜什器備品＞ 6,139,977

 敷金 磯村ビル６階

公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管
理目的の財源として使用する資産である。
共用割合は、公益目的保有財産として78％、そ
の他の業務等財産として22％である。

18,603,000

＜敷金＞ 18,603,000

 保証金 シンガポール事務所
公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管
理目的の財源として使用する資産である。 2,143,936

＜保証金＞ 2,143,936

1,941,532,953

2,716,139,738

（満期保有目的以外の債券）

   その他固定資産

   固定資産合計

     資産合計
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  (流動負債)

短期借入金
借入先　三菱東京ＵＦＪ
銀行　本店

運転資金として 50,000,000

＜短期借入金＞ 50,000,000

未払金 （公財）日本海事センター 公1：補助事業返還（財1-1） 801,890

同上 公1：補助事業返還（財1-3） 680,745

同上 公2：補助事業返還（財1-5） 2,500,000

同上 公3：補助事業返還（財1-4） 389,365

（公財）日本財団 公1：助成事業返還（情報誌） 758,000

同上 公3：助成事業返還（国際動向） 1,559,000

同上 公3：助成事業返還（26ミクロ） 47,916,000

同上 公3：助成事業返還（26ミクロ2M） 7,123,000

同上 公3：助成事業返還（27ミクロ） 13,545,000

同上 公3：助成事業返還（27ミクロＰ） 378,258,021

同上 公3：助成事業返還（28ミクロＰ） 2,087,370

同上 公3：助成事業返還（27ミクロＰ） 979

同上 公3：助成事業返還（28ミクロＰ） 630

（公社）日本海難防止協会 公1：自己負担金返還（情報誌） 189,266

同上 公3：助成事業返還（27ミクロＰ） 979

同上 公3：助成事業返還（28ミクロＰ） 630

同上 公3：助成事業返還（国際動向）（財1－4へ） 389,365

同上 公1：補助事業返還（財1-3） 587

　 (株)ＭＯＬマリン 公1：委託費（函館） 23,425,200

同上 公1：委託費（28気仙沼市） 13,926,600

同上 公1：委託費（28気仙沼市） 4,665,600

同上 公1：委託費（28気仙沼港） 6,343,920

＜未払金＞ 504,562,147

前受金 （公財）日本財団 公3：受取民間助成金（29ミクロ） 114,430,000

 　 同上 公3：受取民間助成金（29ミクロP） 27,470,000

　 ＜前受金＞ 141,900,000

 預り金 海空運健康保険組合等 健康保険料等 2,086,820

 ＜預り金＞ 2,086,820

 賞与引当金 役員
公益目的事業及び管理目的の業務を執行ま
たは従事する役員の賞与の引当金である。

2,886,000

職員
公益目的事業及び管理目的の業務を執行ま
たは従事する職員の賞与の引当金である。

3,852,700

派遣
公益目的事業を執行すために国から派遣を
受けた者の賞与の引当金である。

4,827,785

＜賞与引当金＞ 11,566,485

 未払消費税等 　 消費税 6,527,800

＜未払消費税等＞ 6,527,800

716,643,252

  (固定負債)

 退職給付引当金 役職員
公益目的事業及び管理目的の業務を執行ま
たは従事する役員及び職員に対する退職金
の支払いのための引当金である。

55,632,500

＜退職給付引当金＞ 55,632,500

55,632,500

772,275,752

1,943,863,986     正味財産

   流動負債合計

   固定負債合計

     負債合計
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