
（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 15,360

普通預金 みずほ銀行 京橋支店 運転資金として 3,020,936

　流動資産合計 3,036,296

【固定資産】
基本財産 普通預金 みずほ銀行 京橋支店 39,832,573

定期預金 みずほ銀行 京橋支店 3,000,000

債券 グローバルファイナンスｽNo.80401  37,500,000

ﾄﾚｼﾞｬﾘｰﾉｰﾄ L2260　             38,835,000

ﾄﾚｼﾞｬﾘｰﾉｰﾄ 1192-1111  38,748,750

ｴｽｴﾑﾋﾞｰｼｰﾆｯｺｳｼｮｳｯｹﾝ9004-09081　 37,500,000

利付国債 第136回　   　　　　 　  　 22,567,500

利付国債 第138回　   　　　　　   　 11,245,500

利付国債 第154回　   　　　　　   　 26,549,512

利付国債 第155回　   　　　　　   　 11,212,537
株式 ｾｲｺｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式 （163,287株） 215,375,553

普通預金 みずほ銀行 京橋支店 13,277,524
定期預金 みずほ銀行 京橋支店 1,000,000

債券 グローバルファイナンスｽNo.80401 12,500,000

ﾄﾚｼﾞｬﾘｰﾉｰﾄ L2260　             12,945,000

ﾄﾚｼﾞｬﾘｰﾉｰﾄ 1192-1111  12,916,250

ｴｽｴﾑﾋﾞｰｼｰﾆｯｺｳｼｮｳｯｹﾝ9004-09081　 12,500,000

利付国債 第136回　   　　　　 　  　 7,522,500

利付国債 第138回　   　　　　　   　 3,748,500

利付国債 第154回　   　　　　　   　 8,849,838

利付国債 第155回　   　　　　　   　 3,737,513
株式 ｾｲｺｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式 （54,429株） 71,791,851

普通預金 みずほ銀行 京橋支店 53,110,097
定期預金 みずほ銀行 京橋支店 4,000,000

債券 グローバルファイナンスｽNo.80401 50,000,000

ﾄﾚｼﾞｬﾘｰﾉｰﾄ L2260　             51,780,000

ﾄﾚｼﾞｬﾘｰﾉｰﾄ 1192-1111  51,665,000

ｴｽｴﾑﾋﾞｰｼｰﾆｯｺｳｼｮｳｯｹﾝ9004-09081　 50,000,000

利付国債 第136回　   　　　　 　  　 30,090,000

利付国債 第138回　   　　　　　   　 14,994,000

利付国債 第154回　   　　　　　   　 35,399,350

利付国債 第155回　   　　　　　   　 14,950,050
株式 ｾｲｺｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式 （217,716株） 287,167,404

合計 643,155,901

財　　産　　目　　録 
令和2年12月31日現在

貸借対照表科目

公益目的保有財産であり、運用
益を公益目的事業のための財
源として使用している

運用益を管理運営のための財
源として使用している

基本財産
合計

20  



（単位:円）

場所･物量等 使用目的等 金額

財　　産　　目　　録 
令和2年12月31日現在

貸借対照表科目

特定資産
普通預金 みずほ銀行 京橋支店 26,333,891
定期預金 みずほ銀行 京橋支店 1,000,000
預け金 　　　　　　　　　　　        　　  7,767,000
債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNo.43717 25,000,000

ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNo.58328 　 12,500,000

ﾄﾚｼﾞｬﾘｰﾉｰﾄ L2347　             0

三菱UfJファイナンシャルグループ 14,498,400
株式 ｾｲｺｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式 （10,701株） 14,114,619

普通預金 みずほ銀行 京橋支店 52,667,783
定期預金 みずほ銀行 京橋支店 2,000,000
預け金 　　　　　　　　　　　        　　  　 15,534,000
債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNo.43717 50,000,000

ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNo.58328 　 25,000,000

三菱UfJファイナンシャルグループ 28,996,799
株式 ｾｲｺｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式 （21,401株） 28,227,919

普通預金 みずほ銀行 京橋支店 26,333,891
定期預金 みずほ銀行 京橋支店 1,000,000
預け金 　　　　　　　　　　　        　　  　 7,767,000
債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNo.43717 25,000,000

ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNo.58328 　 12,500,000

三菱UfJファイナンシャルグループ 14,498,400
株式 ｾｲｺｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式 （10,701株） 14,114,619

普通預金 みずほ銀行 京橋支店 105,335,565
定期預金 みずほ銀行 京橋支店 4,000,000
預け金 　　　　　　　　　　　        　　  　 31,068,000
債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNo.43717  100,000,000

ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNo.58328 　 50,000,000

三菱UfJファイナンシャルグループ 57,993,599
株式 ｾｲｺｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式 （42,803株） 56,457,157

合計 404,854,321

　固定資産合計 1,048,010,222

　資産合計 1,051,046,518

【流動負債】

預り金 451,891

　流動負債合計 0

【固定負債】

　固定負債合計 0

負債合計 451,891

正味財産 1,050,594,627

負債及び正味財産合計 1,051,046,518

   （報公賞
     基金）

元本及び運用益を報公賞事業
の財源として使用している

   （工学研
     究奨励
     基金）

（注2） 報公賞基金、工学研究奨励基金、管理運営基金に、各々 25%、50%、25%の相当株数
　　　　  10,701株、21,401株、10,701株として時価を記載している。

元本及び運用益を工学研究奨
励援助事業の財源として使用し
ている

    （管理
     運営
     基金）

元本及び運用益を管理運営の
ための財源として使用している

特定資産
合計

 （注1）   公益目的保有財産および公益目的事業に 必要な管理運営に供する財産として、各々75%、25%の相当株数
　　　　　163,287株、54,429株の時価を記載している。
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