
（単位:円）

人運営全般の財源として使用
同上
同上

   第9回ｷﾞﾘｼｬ共和国庫債券
全般の財源として使用

   第9回30年国債 同上

　 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ輸出信用銀行 同上
同上

　 第272回利付国債(10年) 同上

　 輸出信用銀行P2777
　 輸出信用銀行P4173

 投資有価証券

　 第328回10年国債

　みずほ証券新潟支店

　野村證券新潟支店

　 利付国債(20年)第132回

　第四銀行県庁支店

　第四銀行県庁支店

　大光銀行新潟支店

金        額

財 産 目 録
平成26年 3月31日現在

公益目的保有財産であり、運用
益を公益事業の財源として使用
している

公益目的保有財産であり、運用
益を公益事業の財源として使用
している

6,056,010

100,313,875

19,680,179
19,661,018

10,000
1,347

921
6,893

121,800
19,801,979

50,000,000

20,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

525,467,042

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等
  (流動資産)
   普通預金
    　第四銀行県庁支店 運転資金として
    　第四銀行県庁支店

運転資金として      新潟県信用組合本店

運転資金として（会費用）
    　北越銀行県庁支店 運転資金として（会費用）
    　大光銀行新潟支店 運転資金として（会費用）

  未収金 　新潟県 日本語教師派遣・赴任支援事業
   流動資産合計
  (固定資産)

    

　新潟県信用組合本店

 定期預金
運用益を公益目的事業及び法

同上
  

    　みずほ証券新潟支店

  

　第四銀行県庁支店   定期預金(一般）

    　野村證券新潟支店

    

    基本財産
  
      定期預金(指定) 　北越銀行県庁支店

　三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券

 投資有価証券
　大和証券新潟支店    

    

      普通預金(一般) 　第四銀行県庁支店

    　新潟支店

　  第145回利付国庫債券(20年)

   普通預金
      普通預金(指定) 　第四銀行県庁支店

    　大和証券新潟支店

    　SMBC日興証券新潟支店

同上

公益目的助成事業の財源

    特定資産
  ふれあい基金

  投資有価証券(指定)

    

同上

    
同上

  投資有価証券(一般)

　  北海道平成23年度第11回公募公債

　 第7回ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ国債2010ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞｬｰ 同上

96,676,475

26,676,475

同上
同上

公益目的事業及び法人運営 70,000,000

3,999,472

222,061,400
88,071,000

99,810,000
14,848,695

213,775,727

310,132,400

114,658,695

99,460,758

7,876,010

　 新潟県平成21年度第1回新潟県公債

　 新潟県平成21年度第1回新潟県公債

4

として使用

同上 7,000,000

1,820,000

2,001,090

5,000,000



金        額貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等
 普通預金 　第四銀行県庁支店

同上

　 第321回利付国庫債券10年 同上

　第四銀行県庁支店
　 第41回共同発行市場公募公債 同上

　第四銀行県庁支店 同上

 定期預金

 投資有価証券
　 281回大阪府公募公債10年

 普通預金 　第四銀行県庁支店

投資有価証券
　大和証券新潟支店
　 第27回大阪府公債(5年)

同上

同上

　 第326回利付国債(10年)

して使用

　 第305回利付国債(10年)
　 第87回利付国債(5年)

 普通預金　 　第四銀行県庁支店

　第四銀行県庁支店 公益目的事業及び法人運営
全般の財源として使用

　第四銀行県庁支店 同上

公益目的事業及び法人運営

公益目的事業に供している

　液晶ﾃﾚﾋﾞ

　1回線
　自動紙折機　他2件 同上 241,501

9,681

541,437

60,219,004

20,032,524

30,521,088

20,148,313

12,412,499

1,052,150,547
1,071,952,526

4,002,553

13,868,773

20,038,167

2,883,101

9,977,000

10,514,050
10,030,038

299,936

20,544,088

40,000,000

7,663,196

196,021

5,926,848

1,530,177

40,000,000

28,257,390

19,943,532

公益目的事業及び法人運営

同上

 投資有価証券

    公益目的助成事業の財源

  海外移住交流基金
     定期預金 　第四銀行県庁支店

　みずほ証券新潟支店

  県内大学院グローバ

 普通預金

    

ル化促進基金

同上    　第四銀行県庁支店

    

    特定資産 ふれあい助成準備積

　野村證券新潟支店

　SMBC日興証券新潟支店

　 兵庫県平成16年度第10回公募公債

公益目的保有財産であり、運用
益を公益事業の財源として使用
している

同上

立資産

 投資有価証券

公益目的助成事業の財源と
して使用

    　三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券

公益目的保有財産であり、運用

    　野村證券新潟支店

　新潟支店

    　

益を公益目的助成事業の財源と

同上
同上

  

公益目的積立資産

  財政調整積立資産

  造作 　事務所

 普通預金

     定期預金

    全般用に供している

  　朱鷺ﾒｯｾｴｽﾌﾟﾗﾅｰﾄﾞに
　設置

  
什器備品

ふれあいモニュメ
ント

  その他固定資産 全般用に供している
  什器備品

電話加入権

   固定資産合計

　 大阪市平成21年度第1回みおつくし債

     資産合計

として使用

同上
　みずほ証券新潟支店

8,313,858

7,000,000



金        額貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

622,533
4,927,978
4,927,978

1,067,024,548

3,606,805
469,000
229,640  預り金 　源泉徴収所得税等 源泉徴収所得税他預り金の合計

  賞与引当金 役員の6月期賞与の当期帰属分

  未払金 　郵便事業㈱新潟支店他 郵便後納料金支払 他
  前受会費 　賛助会員会費

  (流動負債)

     正味財産

   流動負債合計
     負債合計


