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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ＵＦＪ銀行本店
管 7656587

運転資金として 10,509,144

三菱ＵＦＪ銀行本店
Ｓ 7644723

　　同上 4,829,111

三菱ＵＦＪ銀行本店
① 7644650

　　同上 491,529,244

三菱ＵＦＪ銀行本店
財 7644707

　　同上 802,731

三菱ＵＦＪ銀行本店
受 7644663

　　同上 43,815,288

＜現金・預金＞ 551,585,518

 未収金 助成事業（29情報誌） 公1：自己負担分 189,266

受託事業（網走市） 公1：受託事業収入 9,007,200

受託事業（気仙沼横断橋） 公1：受託事業収入 21,405,600

受託事業（富山県） 公2：受託事業収入 1,000,000

雑収(管理費) 公1：29助成金返還金 1,609

雑収(管理費) 公3：助成金返還金 541

雑収(管理費) 公3：助成金返還金 719

雑収(国際動向) 公3：補助金返還金 357,395

雑収(管理費) 公1：補助金返還金 3

消費税還付(管理費) 公1：前払い消費税還付金 2,765,717

消費税還付(管理費) 公2：前払い消費税還付金 962,453

消費税還付(管理費) 公3：前払い消費税還付金 397,530

＜未収金＞ 36,088,033

 前払金 東武トップツアーズ㈱ 基盤整備　海外旅行保険 183,330

＜前払金＞ 183,330

 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
31.4～9）である。

1,027,810

受託事業（小名浜） 公1：事業継続による。 3,173,546

受託事業（石狩湾） 　　同上 2,346,078

＜前払費用＞ 6,547,434

594,404,315

  (固定資産)

    特定資産 　 1,802,603,590

 基本金

 （満期保有目的の債券） 1,391,632,539

 
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。

91,616,458

 
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31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 100,920,025

 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 151,542,712

 
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 98,526,304

 
第152回　利付国債
（20年）

同上 同上 99,027,040

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

 266,966,250

 
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。

117,165,500

 第71回　利付国債(20年） 同上 同上 22,525,680

 
第8回　住友信託銀行株式会社
無担保社債

同上 同上 116,446,000

第54回利付国債(30年) 同上 同上 10,829,070

＜基本金＞ 1,658,598,789

 退職給付引当資産
三菱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。

63,875,000

＜退職給付引当資産＞ 63,875,000

 法人運営準備資産
三菱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 11,446,090

＜法人運営準備資産＞ 15,676,510

 事業活動準備資産
三菱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。

40,830,703

三菱ＵＦＪ銀行
シンガポール支店

同上 9,152,999

 
HSBC　Bank　UK
（ロンドン）

同上 4,469,589

 ＜国際情報活動準備資産＞ 54,453,291

30,826,731

 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。

1,515,837

＜建物付属設備＞ 1,515,837

 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。

4,187,258

＜什器備品＞ 4,187,258

 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

ロンドン事務所
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。 4,376,700

＜保証金＞ 6,520,636

1,833,430,321

2,427,834,636

   その他固定資産

   固定資産合計

     資産合計

（満期保有目的以外の債券）
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  (流動負債)

短期借入金
借入先　三菱ＵＦＪ銀行
本店

運転資金として 30,000,000

＜短期借入金＞ 30,000,000

未払金 （公財）日本海事センター 公1：補助事業返還（財1-1） 837,166

同上 公1：補助事業返還（財1-2） 44,919

同上 公1：補助事業返還（財1-3） 255,520

同上 公3：補助事業返還（財1-4） 357,395

（公財）日本財団 公1：助成事業返還（29情報誌） 758,000

同上 公3：助成事業返還（29国際動向） 1,559,000

同上 公3：助成事業返還（27ミクロＰ） 378,259,000

同上 公3：助成事業返還（28ミクロＰ） 2,088,000

同上 公3：助成事業返還（29ミクロ） 62,924,000

同上 公3：助成事業返還（29ミクロＰ） 45,385,000

同上 公3：助成事業返還（30国際動向） 1,432,000

（公社）日本海難防止協会 公1：自己負担金返還（29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（29ミクロ） 541

同上 公3：助成事業返還（29ミクロＰ） 719

同上 公3：助成事業返還（国際動向）（財1－4へ） 357,395

同上 公1：補助事業返還（財1-3） 3

　 内外地図(株) 公2：委託費（沿岸環境情報マップ） 11,232,000

(株)ＭＯＬマリン 公1：委託費（気仙沼横断橋） 7,566,480

同上 公1：委託費（気仙沼横断橋追加） 8,802,000

＜未払金＞ 522,050,013

 預り金 海空運健康保険組合等 健康保険料等 1,799,732

 ＜預り金＞ 1,799,732

 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。

5,178,213

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。

3,719,827

＜賞与引当金＞ 11,784,040

565,633,785

  (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。

63,875,000

＜退職給付引当金＞ 63,875,000

63,875,000

629,508,785

1,798,325,851

     負債合計

     正味財産

   流動負債合計

   固定負債合計


	⑥財産目録 (30)

