
 

（単位:円）

金        額

  現金預金 普通預金 公益目的事業及び法人会計の業務に使用

      三菱東京UFJ銀行本店 している事務所の運転資金 439,380,944

      三菱UFJ信託銀行本店 125,084

＜現金・預金計＞ 439,506,028

  前払費用

    　前払家賃 公益目的事業及び法人会計の業務に使用 1,443,200

している事務所の４月分賃借料

      冷暖房料 公益目的事業及び法人会計の業務に使用 82,500

している事務所の４月分冷暖房料

＜前払費用計＞ 1,525,700

   流動資産合計 441,031,728

現金預金 定期預金（基本財産） 公益目的事業及び法人会計の業務に使用 16,453,405

<一般正味財産>   三菱東京UFJ銀行本店 している資金

（内　公益目的保有資金） (7,177,405)

（内　法人会計保有資金） (9,276,000)

現金預金 定期預金（拠出金） 公益目的事業及び法人会計の業務に使用 115,000

<指定正味財産>   三菱東京UFJ銀行本店 している資金

（内　公益目的保有資金） (115,000)

＜預金計＞ 16,568,405

投資有価証券

<一般正味財産> 公社債(基本財産口)

(基本財産口)  (利付国債）

       利付国債20年(56)　　　　　　　　他1銘柄 額面 200,000 千円 223,223,000

 (地方債）

       川﨑市債(12)　　　　　　　　　  他1銘柄 額面 200,000 千円 227,326,000

 (財投機関債）

       日本高速道路保有・債務返済機構債(153)他2銘柄 額面 400,000 千円 511,560,000

 (電力債）

       東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(548)     額面 200,000 千円 225,422,000

 (一般事業債）

 三菱地所社債(65）               他29銘柄 額面 12,300,000 千円 13,790,859,000

       日本郵船社債(23)                他9銘柄 額面 2,100,000 千円 2,309,201,500

 (外債・ユーロ円債）

       JETSｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽﾘｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ917（BTMU）　 他1銘柄 額面 1,000,000 千円 1,051,035,000

＜一般正味財産公社債計＞ 18,338,626,500

<指定正味財産> 公社債(基本財産口)

(基本財産口)  (地方公社債）

       東京都住宅供給公社債　 額面 200,000 千円 260,508,000

 (一般事業債）

 東海旅客鉄道社債(71）           他11銘柄 額面 7,300,000 千円 7,696,523,000

       東海旅客鉄道社債(71）           他7銘柄 額面 1,000,000 千円 1,072,079,000

 (外債・ユーロ円債）

       JETSｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽﾘｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ947（BTMU）　 他1銘柄 額面 1,500,000 千円 1,441,875,000

＜指定正味財産公社債計＞ 10,470,985,000

＜公社債計＞ 28,809,611,500

<一般正味財産> 株式(基本財産口)

        (基本財産口)   三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ　　　　　　他4銘柄 886,707,600

＜株式計＞ 886,707,600

＜投資有価証券計＞ 29,696,319,100

＜基本財産計＞ 29,712,887,505

＜一般正味財産＞

助成事業予備基金

　通知預金 通知預金（助成事業予備基金口） 公益目的事業に使用している資金

　(助成事業予備   三菱東京UFJ銀行本店 23,985,816

　 基金口） ＜預金計＞ 23,985,816

        　投資有価証券 公社債（助成事業予備基金口）

 (一般事業債）

  三菱東京UFJ銀行劣後債(24)       他1銘柄 額面 500,000 千円 公益目的保有財産 542,047,000

＜公社債計＞ 542,047,000

      株式（助成事業予備基金口）　　　

　三菱重工業㈱　　　　　　　　　　他27銘柄 公益目的保有財産 2,069,510,572

＜株式計＞ 2,069,510,572

＜助成事業予備基金計＞ 2,635,543,388
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

  (固定資産)

  (流動資産)

(2)特定資産



 

金        額

50周年記念

事業積立資産

　定期預金(50周年 定期預金（50周年事業積立金口） 50周年記念事業（公益目的事業）に使用 88,500,000

　記念事業積立金）   三菱東京UFJ銀行本店 するため積み立てている資金

退職給付引当

資産

　定期預金(退職 定期預金(退職給付積立預金) （引当資産）

　給付積立預金）   三菱UFJ信託銀行本店 　退職給付引当金見合の資産 11,840,000

      役員退職慰労

引当資産

　定期預金 定期預金(役員退職慰労積立預金） （引当資産）

　(役員退職慰労   三菱UFJ信託銀行本店 　役員退職慰労引当金見合の資産 6,532,000

      　 積立預金） ＜特定資産計＞ 2,742,415,388

(3)その他 什器備品   公益目的事業用備品 公益目的保有財産 766,291

  固定資産 　法人会計用備品 329,452

    ソフトウエア   公益目的事業用備品 公益目的保有財産 9,747,296

　法人会計用備品 0

敷金 　事務所借室敷金（三菱商事ビル21階） （共用財産）

公益目的事業及び法人会計の業務に使用 2,624,000

している事務所の敷金

＜その他固定資産計＞ 13,467,039

   固定資産合計 32,468,769,932

     資産合計 32,909,801,660

未払助成金   自然科学研究（2018～2019年度） 公益目的事業に使用する助成金の未払額 135,100,000

      人文科学研究＜含む文化財修復＞（2018～2019年度） 同上 59,277,000

      社会福祉事業・研究（2018～2019年度） 同上 57,800,000

　諸事業（2019年度） 同上 1,600,000

＜未払助成金計＞ 253,777,000

  預り金   特別徴収住民税 公益目的事業及び法人会計の業務に従事 211,900

する役員及び職員の住民税の預り金

      源泉徴収所得税 公益目的事業及び法人会計の業務に従事 211,216

する役員及び職員の所得税の預り金

  雇用保険料 公益目的事業及び法人会計の業務に従事 5,063

する役員及び職員の雇用保険料の預り金

    ＜預り金計＞ 428,179

   流動負債合計 254,205,179

退職給付 公益目的事業及び法人会計の業務に従事 11,840,000

  引当金 する職員の退職給付引当金

役員退職慰労 公益目的事業及び法人会計の業務に従事 6,532,000

  引当金 する役員の退職慰労引当金

   固定負債合計 18,372,000

     負債合計 272,577,179
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