
                                                      　    （単位：円）

場所･物量数 使用目的等 金         額
（流動資産） 　

　 現金預金 手元現金有高 公益目的事業会計（一般会計）：運転資金とし
て

12,975,646

　 手元現金有高 公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基
金）：運転資金として

599,500

　 手元現金有高 収益事業等会計：運転資金として 2,063,400

　 普通預金 口座番号 788707 536,136,755

(株)東邦銀行 小名浜支店

　 普通預金 口座番号 791406 220,699,246

(株)東邦銀行 小名浜支店

　 普通預金 口座番号 828709 193,685,553

(株)東邦銀行 小名浜支店

　 普通預金 口座番号 831165 10,639,170

(株)東邦銀行 小名浜支店

　 普通預金 口座番号 831173 40,265,621

(株)東邦銀行 小名浜支店

　 普通預金 口座番号 1310652 3,251,400

(株)東邦銀行 小名浜支店

　 普通預金 口座番号 1310679 3,829,299

(株)東邦銀行 小名浜支店

　 普通預金 口座番号 1358337 24,058,977

(株)東邦銀行 小名浜支店

　 普通預金 口座番号 1391067 10,767,290

(株)東邦銀行 小名浜支店

　 普通預金 口座番号 1392870 1,523,094

(株)東邦銀行 小名浜支店

　 普通預金 口座番号 1815162 7,853,904

(株)みずほ銀行 いわき支店

売掛金 ミュージアムショップに係る売掛金 138,820

未収金 クレジット決済等による未収金 79,675,924

前払金 資金前渡金 200,000

日通預け金 日通預け金 7,089,924

ｸｰﾎﾟﾝ未収金 クーポン未収金 859,549

前払費用 前払費用 627,059

商品 ミュージアムショップ事業の棚卸商品 29,742,598

原材料 レストラン事業の棚卸原材料 1,332,880

1,188,015,609

（固定資産）

  基本財産

　 投資有価証券 第124回利付国債
額面145,000,000円

寄附により受け入れた財産であり、運用益を管
理費の財源として使用している

145,062,133

　 普通預金 普通預金 口座番号 1034957
(株)東邦銀行 小名浜支店

　　　　　　　　〃 4,937,867

  特定資産

退職給付引当資産 普通預金 口座番号 1034892
(株)東邦銀行 小名浜支店

役員、正職員及び契約職員の退職金の支払に備
えるため積み立てている

256,865,052

普通預金 口座番号 1034914
(株)東邦銀行 小名浜支店

　　　　　　　　〃 5,811,398

普通預金 口座番号 1361036
(株)東邦銀行 小名浜支店

　　　　　　　　〃 8,887,764

減価償却引当資産 普通預金 口座番号 1034884
(株)東邦銀行 小名浜支店

公益目的事業（一般会計）に係る資産の取得に
充てるため積み立てている

180,995,317

普通預金 口座番号 1298687
(株)東邦銀行 小名浜支店

公益目的事業（公益海洋文化学習振興基金）に
係る資産の取得に充てるため積み立てている

27,999,999

普通預金 口座番号 1298695
(株)東邦銀行 小名浜支店

収益事業等会計に係る資産の取得に充てるため
積み立てている

23,076,222

松崎基金預金 普通預金 口座番号 1348935
(株)東邦銀行 小名浜支店

寄附により受け入れた財産であり、当財団に勤
務する者の悪性腫瘍の早期発見のためのPET-CT
検査費用を負担する目的で積み立てている

950,000

基金積立資産 普通預金 口座番号 849897
(株)東邦銀行 小名浜支店

公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基
金）に使用するため積み立てている

176,857,214

第124回利付国債
額面100,000,000円

公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基
金）に係るものであり、運用益を公益目的事業
の財源としている

100,042,851

Ⅶ 財 産 目 録
平成30年 3月31日現在

 流動資産合計

貸 借 対 照 表 科 目

公益目的事業会計（一般会計）：運転資金とし
て

公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基
金）：運転資金として

収益事業等会計：運転資金として

収益事業等会計：ミュージアムショップ運営事
業の運転資金として

法人会計：運転資金として

公益目的事業会計（一般会計）：運転資金とし
て

公益目的事業会計（一般会計）：水族館運営事
業の運転資金として

公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基
金）：つり体験事業の運転資金として

収益事業等会計：レストラン運営事業の運転資
金として

収益事業等会計：カワセミショップ運営事業の
運転資金として

公益目的事業会計（一般会計）：カワセミ水族
館運営事業の運転資金として



場所･物量数 使用目的等 金         額貸 借 対 照 表 科 目

展示施設改修準備資金 普通預金 口座番号 1382343
(株)東邦銀行 小名浜支店

公益目的事業（一般会計）の展示施設改修準備
に充てるため積み立てている

180,000,000

ふくしまの海修繕等準
備資金

普通預金 口座番号 1382343
(株)東邦銀行 小名浜支店

公益目的事業（一般会計）のふくしまの海の修
繕等に充てるため積み立てている

1,544,989

IAC開催準備資金 普通預金 口座番号 1378206
(株)東邦銀行 小名浜支店

公益目的事業（一般会計）のIAC開催に充てる
ため積み立てている

31,146,860

IAC開催準備資金 普通預金 口座番号 1378206
(株)東邦銀行 小名浜支店

公益目的事業（一般会計）のIAC開催に充てる
ため積み立てている特定費用準備資金

2,000,000

  その他固定資産

　 建物 公益目的事業会計（一般会計）に使用している 116,185,500

収益事業等会計に使用している 25,806,044

建物付属設備 公益目的事業会計（一般会計）に使用している 177,129,890

公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基
金）に使用している

2,236,500

収益事業等会計に使用している 2,542,200

構築物 公益目的事業会計（一般会計）に使用している 220,809,262
車両運搬具 公益目的事業会計（一般会計）に使用している 94,861,561
什器備品 　　　　　　　　　〃 238,098,572

公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基
金）に使用している

57,596,450

収益事業等会計に使用している 62,330,482

法人会計に使用している 351,432

機械装置 公益目的事業会計（一般会計）に使用している 826,350

リース資産 　　　　　　　　　〃 20,178,840

ソフトウェア 　　　　　　　　　〃 324,000

法人会計に使用している 1,328,400

商標権 公益目的事業会計（一般会計）に使用している 414,560

減価償却累計額 上記資産に係る減価償却累計額 △ 580,154,636

建設仮勘定 公益目的事業会計（公益海洋文化学習振興基
金）に係るもの

9,655,872

著作権 収益事業等会計に使用している 111,750

リサイクル預託金 リサイクル預託金 57,100

保険積立金 水生生物保全センターに係る共済掛金のうち積
立掛金部分

349,800

敷金 120,000

投資有価証券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽ債
額面100,000,000円

運用益を管理費の財源として使用している 100,000,000

ﾋﾞｰｴﾇﾋﾟｰﾊﾟﾘﾊﾞ債
額面50,000,000円

　　　　　　　　　〃 50,000,000

1,747,337,595

2,935,353,204

（流動負債）

未払金 各事業に係る未払金 218,105,142

前受収益

預り金 源泉所得税等 1,751,494

社会保険料等 2,583,571

未払法人税等 平成29年度に係る法人税及び住民税 7,321,100

未払事業税 平成29年度に係る事業税 2,483,000

未払消費税等 平成29年度に係る消費税等 2,897,100

235,141,407

（固定負債）

リース債務 ﾄﾖﾀﾌｧｲﾅﾝｽ(株)に対するリース債務 5,378,428

退職給付引当金 従業員に対するもの 役員、正職員及び契約職員の退職金の支払に備
えるため積み立てている

271,564,214

276,942,642

512,084,049

2,423,269,155

     負債合計

     正味財産

     資産合計

 流動負債合計

 固定資産合計

 固定負債合計


