
金　　額

（流動資産）
現金 手許保管 運転資金としてあるいは少額支払い資金として 110,000

　　〃　　（大連事務所） 〃 69,858

普通預金 北陸銀行県庁内支店　運営費 運転資金として 18,734,391

北陸銀行県庁内支店　預り金 源泉所得税等預りとして 349,759

北陸銀行県庁内支店　日本海学 運転資金として 2,277,075

北陸銀行県庁内支店　日本海学預 源泉所得税等預りとして 2,010
　 　　　　　　　　　　　　　り金

みずほコーポレート銀行大連支店 運転資金として 392,586

中期国債ファンド 大和証券富山支店 ４件 運転資金として 3,574

未収金 富山県 ３件 公益目的事業にかかる受託事業収入 1,626,657

富山県 ２件 公益目的事業にかかる補助金収入 1,558,563

その他 ３件 公益目的事業･その他事業及び管理目的業務 68,576

前払金 大和証券 大阪市公債購入時経過利息 110,120

その他 １件 5,581

25,308,750

（固定資産）
基本財産 普通預金 北陸銀行県庁内支店 １件 841,280

中期国債ファンド 大和証券富山支店 １件 719,046

投資有価証券 北陸銀行県庁内支店 ３件 同　　上 60,068,100
地方債　富山県公債

ＳＭＢＣ日興証券富山支店 １件 同　　上 88,001,000
地方債　兵庫県公募公債

野村證券富山支店 １件 同　　上 44,339,012
地方債　兵庫県公募公債

大和証券富山支店 １件 同　　上 200,000,000
政保債　新東京国際空港債

大和証券富山支店 １件 同　　上 40,000,000
地方債　横浜市事業公債

大和証券富山支店 １件 同　　上 50,903,610
地方債　大阪府公募公債

大和証券富山支店 １件 同　　上 15,015,162
地方債　神奈川県公債

大和証券富山支店 １件 同　　上 29,988,000
地方債　千葉県公債

大和証券富山支店 １件 同　　上 14,994,186
地方債　新潟県公債

大和証券富山支店 １件 同　　上 120,000,000
地方債　大阪市公債

大和証券富山支店 １件 同　　上 15,130,604
地方債　福岡県公債

＜基本財産計＞ 680,000,000

（　単位：円　）

公益目的事業

 財　　　産　　　目　　　録 
平成 ２４年 ３月 ３１日 現在　

貸　借　対　照　表　科　目 場　所・物　量　等 使　用　目　的　等

流 動 資 産 合 計

管理活動財産であり、オーバーパーで購入した
債券の金利調整分である。

管理活動財産であり、運用益は管理活動の財源
として使用している。



特定資産 交流基金

普通預金 北陸銀行県庁内支店 1件 55,200

定期預金 北陸銀行県庁内支店 1件 3,000,000

中期国債ファンド 大和証券富山支店 1件 3,229,930

投資有価証券 北陸銀行県庁内支店 ２件 同　　上 42,063,900
地方債　富山県公債

ＳＭＢＣ日興証券富山支店 １件 同　　上 111,465,000
地方債　兵庫県公募公債

大和証券富山支店 １件 同　　上 6,986,770
地方債　大阪府公募公債

大和証券富山支店 １件 同　　上 11,995,200
地方債　千葉県公債

投資有価証券 大和証券富山支店 １件 88,880
地方債　大阪府公募公債

10,725円

78,155円

ＳＭＢＣ日興証券富山支店 １件 44,873
地方債　兵庫県公募公債

25,076円

19,797円

退職給付引当資産 大和証券富山支店 39,342,053
中期国債ファンド

国際交流事業引当預金大和証券富山支店 6,248,868
中期国債ファンド

建物 391.52㎡ 14,929,440
富山市内幸町6番6号　3階建　

建物附属設備 富山市内幸町6番6号　 7,528,882
空調換気設備、他

2,181,916

電源増設工事、他

構築物 富山市内幸町6番6号　 482,672
仕切塀改修、他

什器備品 高岡市御旅屋町101番地御旅屋セリ 390,400
オ7階
発券機台、他旅券申請事務用品

富山市内幸町6番6号　 976,936
ショーケース・テーブルなど交流会館
用備品、パソコン,他

富山市新総曲輪1-1 40,207
デジタルカメラなど日本海学推進機構
用備品、他

726,309

机・書棚など事務所用備品、他

220,754

コピー機、パソコン、他

12,187

ビデオカメラ、他

射水市戸破1511 2
パソコン

うち公益目的保有財産

うち管理活動財産

うち公益目的保有財産

うち管理活動財産

公益目的保有財産であり、環日本海交流会館運
営事業に使用している。

公益目的保有財産であり、環日本海交流会館運
営事業に使用している。

公益目的保有財産であり、ＮＯＷＰＡＰ支援協力
事業に使用している。

その他の事業の財産であり、旅券作成事業に使
用している。

公益目的保有財産であり、日本海学推進事業に
使用している。

公益目的保有財産であり、多文化共生事業に使
用している。

公益目的保有財産であり、ＮＯＷＰＡＰ支援協力
事業に使用している。

公益目的保有財産であり、富山県大連事務所運
営事業に使用している。

富山市牛島新町5番5号　インテック
ビル4階

公益目的財産であり、運用益は公益目的事業共
有の財源として使用している。

公益目的保有財産であり、オーバーパーで購入
した債券の金利調整分である。

公益目的財産であり、運用益は公益目的事業共
有の財源として使用している。

公益目的保有財産であり、環日本海交流会館運
営事業に使用している。

（共有財産）公益目的保有と管理活動の共有財
産であり、アンダーパーで購入した債券の金利
調整分である。

職員10名に対する退職給付引当金見合いの引
当資産として管理している。

公益目的保有財産であり、環日本海交流会館運
営事業に使用している。

公益目的保有財産であり、情報サービス事業な
ど公益目的事業で共有して使用している。

（共有財産）公益目的保有と管理活動の共有財
産であり、アンダーパーで購入した債券の金利
調整分である。

中国との国際交流のために寄付された資金であ
り、国際交流事業や国際協力事業の公益目的
事業の財源として使用している。

富山市牛島新町5番5号　インテック
ビル６階

富山市牛島新町5番5号　インテック
ビル6階

中華人民共和国遼寧省大連市西崗
区中山路147号大連森茂大厦7階



電話加入権 151,200

２回線　076-444-1611
　　　　　076-444-2780

富山市内幸町6番6号　 37,492
1回線 (内1/2額は一般正味財産)
076-444-7679

ソフトウエア 富山市内幸町6番6号　 1,410,000
図書管理システム

敷金 1,189,188

什器備品(一般) 富山市内幸町6番6号　 291,806

813

パソコン (指定正味財産にも計上)

電話加入権(一般) 富山市内幸町6番6号　 37,492
1回線 (内1/2額は指定正味財産)
076-444-7679

ソフトウエア(一般) 富山市内幸町6番6号　 116,560
図書管理システム

　　＜特定資産計＞ 255,244,930

その他の固 什器備品 2
定資産

パソコン

富山市内幸町6番6号　 86,525
パソコン

167,380

133,904円

33,476円

電話加入権 293,968

４回線　076-444-2500 235,174円
　　　　　076-444-2277
　　　　　076-444-2278 58,794円
　　　　　076-444-2600

76,440

１回線　076-441-5654

利用休止中 5

624,320

935,869,250

961,178,000

（流動負債）
未払金 富山税務署、他 平成23年度納付消費税、他 1,417,015

その他 ９２件 公益目的事業･その他事業及び管理目的業務 8,984,679

預り金 普通預金にて保管 社会保険料及び源泉所得税 351,769

仮受金 普通預金にて保管 補助金等精算返戻金 5,765,995

賞与引当金 職員に対するもの 4,024,862

20,544,320

（固定負債）
退職給付引当金 職員に対するもの 39,342,053

39,342,053

59,886,373

901,291,627

うち公益目的保有財産

うち管理活動財産

公益目的保有財産であり、情報サービス事業な
ど公益目的事業で共有して使用している。

公益目的保有財産であり、環日本海交流会館運
営事業に使用している。

公益目的保有財産であり、ＮＯＷＰＡＰ支援協力
事業に使用している。

公益目的保有財産であり、環日本海交流会館運
営事業に使用している。

富山市牛島新町5番5号　インテック
ビル６階

　　　正 味 財 産

公益目的保有財産であり、富山県大連事務所運
営事業に使用している。

固 定 資 産 合 計

　　　負 債 合 計

固 定 負 債 合 計

富山市牛島新町5番5号　インテック
ビル4階

会議テーブルなど事務所用備品、プ
ロジェクター、他

富山市牛島新町5番5号　インテック
ビル４階

　　　　　　　＜その他の固定資産計＞

ショーケース･テーブルなど交流会館
用備品、プロジェクター、他 (指定正
味財産にも計上)

　　　資 産 合 計

流 動 負 債 合 計

公益目的保有財産であり、環日本海交流会館運
営事業に使用している。

富山市牛島新町5番5号　インテック
ビル4階

公益目的保有財産であり、環日本海交流会館運
営事業に使用している。

公益目的保有財産であり、国際理解・研修事業
に使用している。

公益目的保有財産であり、環日本海交流会館運
営事業に使用している。

公益目的保有財産であり、環日本海交流会館運
営事業など公益目的事業に共有して使用してい
る。

うち公益目的保有財産

富山市牛島新町5番5号　インテック
ビル4階

（共有財産）公益目的保有と管理活動の共有財
産である。

（共有財産）公益目的保有と管理活動の共有財
産である。

中華人民共和国遼寧省大連市西崗
区中山路147号大連森茂大厦7階

公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業
務に従事する職員10名の退職給付金の引当金

富山市牛島新町5番5号　インテック
ビル４階

公益目的事業・収益事業等及び管理目的の業
務に従事する職員の期末勤勉手当(H24.6月支
給)の引当金である。

公益目的保有財産であり、国際化促進事業(多
文化共生事業)に使用している。

うち管理活動財産

富山市牛島新町5番5号　インテック
ビル４階


