
（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 346,944

普通預金／㈱三菱東京UFJ銀行上六支店 　　　〃 19,890,456

外貨普通預金／㈱三菱東京UFJ銀行上六支店 長期派遣援助金として 6,728,126

外貨定期預金／㈱大和ネクスト銀行 運転資金として 10,838,007

前払金 前払援助金 前払援助金として 2,100,420

前払費用 会議室予約料 会議室予約料として 204,300

流動資産合計 40,108,253

（固定資産）

基本財産 投資有価証券 三菱東京UFJ銀行ドル建社債 186,830,446

ウォルト・デイズニー米ドル建社債 112,918,220

トレジャリーボンド　米長期国債 69,511,610

ＡＰＰＬＥ　ＩＮＣ　米ドル建社債 55,486,975

マイクロソフト米ドル建社債 102,387,264

三井住友フィナンシャルグループ米ドル建社債 107,833,635

ノムラヨーロッパファイナンスNV NO.60724 107,670,990

三菱UFJホールディングス米ドル建社債 107,878,091

国際復興開発銀行米ドル建社債 53,716,222

国際復興開発銀行　ロシアルーブル建社債 7,904,045

利付国債第108回 46,852,000

利付国債第93回 114,975,000

利付国債第114回 120,296,000

利付国債第121回 15,497,040

利付国債第8回 120,250,000

利付国債第35回 134,427,000

利付国債第33回 133,172,000

利付国債第39回 134,439,000

利付国債第7回 14,026,000

三菱東京UFJ銀行劣後債第9回 100,515,000

東京電力社債第567回 107,850,000

三井物産社債第63回 114,280,000

住友信託銀行劣後債第6回 112,760,000

住宅金融支援機構債券第135回 134,500,000

東京瓦斯社債第38回 130,290,000

東日本旅客鉄道社債第100回 130,292,000

ソフトバンクグループ無担保社債第56回 85,130,000

ﾅｯﾄｳｴｽﾄﾏｰｹｯﾂﾋﾟｰｴﾙｼｰ円建社債 100,580,000

ﾏｯｺｰﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ円建社債 30,393,000

ﾏｯｺｰﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ円建社債 20,574,000

ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｲﾝｸ円建社債 77,476,000

ﾛｲｽﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ﾋﾟｰｴﾙｼｰ債 51,220,000

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ共和国円貨債第8回（元本維持債） 10,125,180

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ共和国円貨債第9回（元本削減債） 11,173,860

ﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ債 114,220,000

SMBC・日興世銀債　世界銀行グリーンファンド 5,125,503

世界銀行債券ファンド 5,121,553

米国地方債ファンド為替ヘッジなし 7,901,032

UBS公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） 9,244,348

ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド 9,661,565

投資有価証券計 3,114,504,579

普通預金／㈱三菱東京UFJ銀行上六支店 463,301

外貨定期預金／㈱大和ネクスト銀行 18,283,440

現金預金計 18,746,741

特定資産 助成事業基金 大阪府公募公債第11回 23,600,000

　投資有価証券 利付国債第121回 20,265,360

ﾏｯｺｰﾘｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ円建社債 10,287,000
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全額共有財産で、うち
50%を公益目的保有財産
とし、運用益を公益目的
事業の財源として使用し
ています。また50%は公
益目的事業に必要な管理
用財産とし、その運用益
を管理運営の財源として
使用しています。

財　　　産　　　目　　　録
2020年3月31日現在

貸借対照表科目

現金預金

全額共有財産で、うち
50%を公益目的保有財産
とし、運用益を公益目的
事業の財源として使用し
ています。また50%は公
益目的事業に必要な管理
用財産とし、その運用益
を管理運営の財源として
使用しています。

公益目的保有財産であり、
運用益を公益目的事業の財
源として使用しています。



（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　　額

ｻﾞ･ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ｲﾝｸ円建社債 10,205,000

三菱東京UFJ銀行ドル建社債 15,209,276

ゴールドマン・サックス　CMS連動　ドル建社債 44,142,156

国際復興開発銀行メキシコペソ建債券 5,923,921

欧州復興開発銀行メキシコペソ建債券 3,781,065

グローバル・リート・セレクション投資信託 7,106,772

森トラスト総合リート投資法人20口 2,612,000

フロンティア不動産投資法人28口 8,526,000

平和不動産ﾘｰﾄ投資法人16口 1,606,400

福岡リート投資法人40口 4,472,000

阪急阪神リート投資法人30口 3,504,000

ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾎﾃﾙ・ﾘｰﾄ投資法人55口 1,727,000

積水ﾊｳｽ・ﾘｰﾄ投資法人82口 5,674,400

ｼﾞｬﾊﾟﾝｴｸｾﾚﾝﾄ投資法人5口 621,000

日本リート投資法人6口 1,914,000

ｵﾘｯｸｽ不動産投資法人22口 3,124,000

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝﾕｰﾛ円債(元本維持債第8回) 3,442,742

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝﾕｰﾛ円債(元本削減債第9回) 3,349,271

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝﾕｰﾛ円債(GDP連動証券債第8回) 399,159

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝﾕｰﾛ円債(GDP連動証券債第9回) 2,004,110

キヤノン　　1,000株 2,359,000

みずほフィナンシャルグループ　3,000株 370,800

住友商事　2,000株 2,478,000

現金預金 定期預金／㈱三菱東京UFJ銀行上六支店 5,160,029

助成事業基金計 193,864,461

その他固定資産 投資有価証券 東邦チタニウム　2900株 運用資産として保有し、 1,876,300

ﾋｭｰﾘｯｸﾘｰﾄ投資法人18口 資産及び運用益を管理 2,253,600

ｵﾘｯｸｽ不動産投資法人23口 運営の財源として使用 3,266,000

日本リート投資法人4口 しています。 1,276,000

日興世銀債ｸﾞﾘｰﾝﾌｧﾝﾄﾞ等投資信託計4本 382,858

投資有価証券計 9,054,758

器具備品 金庫 12,312

ファイル共有用サーバ 18,132

電話加入権 電話架設費用2回線 145,600

固定資産合計 3,336,346,583

資産合計 3,376,454,836

（流動負債） 未払金 給料に対する未払額 職員給料に対する未払 210,000

経費等の未払額
財団ニュース印刷等に対
する未払

197,659

預り金 所得税等の預り金
役員・職員からの所得税
等の預かり分

894,176

賞与引当金 職員に対するもの 職員の賞与に備えたもの 376,373

流動負債合計 1,678,208

（固定負債） 退職給付引当金 職員に対するもの 職員の退職金に備えた 1,323,000

もの

固定負債合計 1,323,000

負債合計 3,001,208

正味財産 3,373,453,628
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公益目的保有財産であ
り、元本及び運用益を公
益目的事業の財源として
使用しています。

共有財産で、公益目的保
有財産（60%)、管理用財
産（40%)として使用して
います。

共有財産で、公益目的保
有財産（60%)、管理用財
産（40%)として使用して
います。

共有財産で、公益目的保
有財産（60%)、管理用財
産（40%)として使用して
います。

貸借対照表科目
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