
(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 0

　釣銭保管口 0
　小口現金 0
 普通預金 運転資金 45,167,193

福岡銀行天神町支 〃 8,805,718
〃 〃 31,408,381
〃 〃 250,000
〃 〃 135,800
〃 〃 4,269,337
西日本シティ銀行
天神支店

〃 150,000

〃 〃 129,449
福岡中央銀行本店
営業部

〃 18,508

45,167,193
 その他流
動資産

 未収金 12,706,099

 前払費用 240,297
  前払保険料 火災保険料 240,297
 未収金利息 10,456,844
  投資有価証券未収利息 10,456,844

23,403,240
68,570,433

(固定資産)
 基本財産  投資有価証券 3,190,503,402

  一般正味財産 20,627,782
   第141回利付国庫債(西
日本ｼﾃｨTT)

公益目的保有財産であり，その運用益
を公益目的事業の財源としている。

19,895,619

   第465回東北電力債OP
部分

〃 732,163

  指定正味財産 3,169,875,620
   第312回北海道電力債 〃 180,191,562
   平成18年度第1回福岡
市債(みずほ)

〃 299,921,524

   平成18年度第1回福岡
市債(三菱)

〃 199,947,682

   平成23年度第4回福岡
市債(みずほ)

〃 500,000,000

   平成23年度第4回福岡
市債(大和)

〃 500,000,000

   第11回利付国庫債券 運用益を運転資金として使用してい 49,776,082
   第312回北海道電力債 公益目的保有財産であり，その運用益

を公益目的事業の財源としている。
120,127,905

   第141回利付国庫債権
20(ふくおか証券)

〃 19,946,055

   ㈱日本政府投資銀行 〃 200,000,000
   第465回東北電力債 〃 200,000,000
   第245日本道路保有･債
務返済機構

運用益を運転資金として使用してい
る。

99,964,810

   平成27年度第4回北海
道債（野村）

〃 100,000,000

   平成27年度第4回北海
道債（三菱）

〃 100,000,000

   ノムラ・ヨーロッパ・ファイ
ナンス

公益目的保有財産であり，その運用益
を公益目的事業の財源としている。

200,000,000

   みずほフィナンシャルＧ
劣後債

〃 200,000,000

   第333回北海道電力債
(野村)

〃 100,000,000

   第333回北海道電力債
(大和）

〃 100,000,000

その他流動資産合計

財　　産　　目　　録
2021年3月31日現在

貸借対照表科目

現金預金合計

流動資産合計



(単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額

財　　産　　目　　録
2021年3月31日現在

貸借対照表科目
 定期預金 88,409,440

福岡銀行天神町支
店

公益目的保有財産であり，その運用益
を公益目的事業の財源としている。

5,087,823

西日本シティ銀行
天神支店

運用益を運転資金として使用してい
る。

52,238,700

福岡銀行天神町支
店

公益目的保有財産であり，その運用益
を公益目的事業の財源としている。

4,000,000

福岡銀行天神町支
店

公益目的保有財産であり，その運用益
を公益目的事業の財源としている。

6,000,000

〃 運用益を運転資金として使用してい 2,050,740
西日本シティ銀行
天神支店

公益目的保有財産であり，その運用益
を公益目的事業の財源としている。

9,032,177

福岡中央銀行本店
営業部

運用益を運転資金として使用してい
る。

10,000,000

3,278,912,842
 特定資産 建物修繕積立資金 10,000,000

　普通預金 その積立資金を建物修繕の財源として
いる。

10,000,000

 福岡アジア文化賞事業積
立資金

6,902,025

　普通預金 福岡銀行天神町支
店

その積立資金を公益目的事業の財源
としている。

6,902,025

 レインボー留学生基金 597,089,030
　普通預金 福岡銀行天神町支

店
交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金で，その積立資産を公
益目的事業の財源としている。

22,069,008

  福岡市債23-4 〃 150,000,000
  福岡県債23-1 〃 100,000,000
  金融機構債20-19 〃 40,000,000
  福岡県債26-4 〃 100,000,000
  第151回利付国債 〃 59,966,752
  モルガンスタンレー債 〃 70,000,000
　普通預金 西日本シティ銀行

天神支店
〃 53,270

　定期預金 〃 〃 55,000,000
 よかトピア記念育英奨学
金積立資産

10,031,227

　定期預金 福岡銀行天神町支
店

交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金で，その積立資産を公
益目的事業の財源としている。

10,012,014

　普通預金 〃 〃 19,213
八頭司留学生育英奨学金
積立資金

6,000,000

　定期預金 交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金で，その積立資産を公
益目的事業の財源としている。

6,000,000

 貸付積立資産(日本人大
学生留学奨学金)

1,812,731

　普通預金 福岡銀行天神町支
店

交付者の定めた使途に充てるために保
有している資金で，その積立資産を公
益目的事業の財源としている。

1,072,727

　普通預金 ゆうちょ銀行七四八
支店

〃 740,004

 貸付金(日本人大学生留
学奨学金)

交付者の定めた使途により、公益目的
事業（貸与型奨学金）として貸し付けを
行っている。

30,650,000

662,485,013

基本財産合計

特定資産合計



(単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額

財　　産　　目　　録
2021年3月31日現在

貸借対照表科目
 その他固
定資産

 長期前払費用 788,571

  長期前払保険料 火災保険料 788,571
 建物 公益目的事業（留学生宿舎）および管

理運営の用に供している。
48,885,420

 建物付属設備 公益目的事業及び管理運営の用に供
している。

42,546,340

 構築物 〃 2,217,676
 什器備品 〃 12,889,026
 減価償却累計額 ▲ 14,721,039
 ソフトウェア 管理運営の用に供している。 157,897
 電話加入権 〃 961,688
 借地権 公益目的事業及び管理運営の用に供

している。
6,200,000

99,925,579
4,041,323,434
4,109,893,867

(流動負債)
 未払金 8,558,557
 預り金 6,831,524
  雇用・労災保険 131,568
  社会保険料 133,740
  返還金等 6,566,216
 前受金 400,000

15,790,081
(固定負債)

 長期未払金 21,344,127
21,344,127
37,134,208

4,072,759,659

流動負債合計

固定負債合計
負債合計
正味財産

その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計


	★財産目録(理事会用)

