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（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 355,647,826

      三菱UFJ信託銀行本店 58,912

＜現金・預金計＞ 355,706,738

  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 1,416,960

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 81,000

している事務所の４月分冷暖房料

＜前払費用計＞ 1,497,960

   流動資産合計 357,204,698

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 26,428,675

<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） (17,152,675)

（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＞ 26,543,675

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 228,304,000

 (地方債）

       川﨑市債(12)　　　　　　　　　  他1銘柄 額面 200,000 千円 231,376,000

 (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 511,282,000

 (電力債）

       東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(548)         他1銘柄 額面 200,000 千円 227,898,000

 (一般事業債）

 三菱地所社債(65）               他32銘柄 額面 12,700,000 千円 14,423,486,000

       日本郵船社債(23)                他9銘柄 額面 2,100,000 千円 2,373,039,000

 (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917（BTMU）　 他1銘柄 額面 1,000,000 千円 1,167,165,000

＜一般正味財産公社債計＞ 19,162,550,000

<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 258,370,000

 (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 7,681,378,000

       東海旅客鉄道社債(71）           他7銘柄 額面 1,000,000 千円 1,073,159,000

 (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 1,624,400,000

＜指定正味財産公社債計＞ 10,637,307,000

＜公社債計＞ 29,799,857,000

<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3銘柄 685,748,400

＜株式計＞ 685,748,400

＜投資有価証券計＞ 30,485,605,400

＜基本財産計＞ 30,512,149,075

＜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 550,151,000

＜公社債計＞ 550,151,000

      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 2,622,675,929

＜株式計＞ 2,622,675,929

＜助成事業予備基金計＞ 3,196,812,745
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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 140,000,000

　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 9,740,000

      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 4,232,000

      　 積立預金） ＜特定資産計＞ 3,350,784,745

(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 700,789

  固定資産 　法人会計用備品 23,061

    ソフトウエア   公益目的事業用備品 公益目的保有財産 3,603,546

　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＞ 6,951,396

   固定資産合計 33,869,885,216

     資産合計 34,227,089,914

未払助成金   自然科学研究（平成28～30年度） 公益目的事業に使用する助成金の未払額 103,500,000

      人文科学研究（平成28～30年度） 同上 39,200,000

      社会福祉事業・研究（平成28～30年度） 同上 51,100,000

＜未払助成金計＞ 193,800,000

  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 265,100

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 599,975

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 1,093

する役員及び職員の住民税の預り金

    ＜預り金計＞ 866,168

   流動負債合計 194,666,168

退職給付 公益目的事業及び法人会計の業務に従事 9,740,000

  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 4,232,000

  引当金 する役員の退職慰労引当金

   固定負債合計 13,972,000

     負債合計 208,638,168

10,637,422,000

23,381,029,746

34,018,451,746正味財産合計
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