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  三菱UFJメリルリ

アンデス開発公社

円建外債（5年） 〃
96,873,000

      大和証券 196,873,000
ノルウェー輸出金融公社

円建外債（30年）

公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益

目的事業に必要なその他業務の財源として使用
100,000,000

      岡三証券 100,000,000
第314回利付国債（10年） 公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益

目的事業に必要なその他業務の財源として使用
100,000,000

メルリンチ 円建外債

（11年10ヶ月） 〃
100,000,000

ロイズ銀行 円建外債（10年） 公益目的事業に必要なその他の業務に供している財

産。運用益を公益目的事業および公益目的事業に必要

なその他業務の財源として使用

100,000,000

      ンチPB証券
バンクオブアメリカ

円建外債（10年）

公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益

目的事業に必要なその他業務の財源として使用
100,000,000

三菱UFJセキュリティーズ

円建外債（30年）

公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益

目的事業に必要なその他業務の財源として使用
100,000,000

300,000,000

ゴールドマンサックスグループ

円建外債（10年） 〃
99,750,000

  三菱UFJモルガンス 100,000,000

      ・スタンレー証券

第3回みなと銀行

劣後債（10年）

公益目的事業に必要なその他の業務に供している財

産。運用益を公益目的事業および公益目的事業に必要

なその他業務の財源として使用

100,000,000

スコットランドロイヤル銀行

円建外債（3年） 〃
100,000,000

      SMBC日興証券 399,750,000
第13回関西アーバン銀行

劣後債（10年）

公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益

目的事業に必要なその他業務の財源として使用
100,000,000

      野村証券 100,000,000
野村ヨーロッパファイナンス

N.V. 円建外債（10年）

公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益

目的事業に必要なその他業務の財源として使用
100,000,000

スコットランドロイヤル銀行

円建外債（30年）

公益目的事業に必要なその他の業務に供している財

産。運用益を公益目的事業および公益目的事業に必要

なその他業務の財源として使用

100,000,000

バークレイズ銀行

円建外債（30年） 〃
200,000,000

トウキョウマリンF.S.

円建外債（30年）

公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益

目的事業に必要なその他業務の財源として使用
98,000,000

モルガンスタンレー

円建外債（1年10ヶ月） 〃
100,000,000

  基本財産投資有価証券 1,694,623,000

      みずほ証券 498,000,000

  基本財産定期預金 300,000,000

    
  南都銀行 登美が丘支店 公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益

目的事業に必要なその他業務の財源として使用
300,000,000

  南都銀行 登美が丘支店 公益目的事業に必要なその他の業務に供している財産 250,000

      南都銀行 登美が丘支店 公益目的保有財産 5,127,000

    基本財産 2,000,000,000

  基本財産普通預金 5,377,000

   流動資産合計 32,614,271

  (固定資産)

      南都銀行地公体補 登美が丘支店 運転資金として 1,463,779

  助金口

      りそな銀行 近鉄西大寺支店 運転資金として 79,179

      南都銀行 登美が丘支店 運転資金として 30,562,597

  (流動資産) 現金 手元保管 運転資金として 508,716

  預金 普通預金 32,105,555

財産目録
平成25年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額
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     負債合計 1,857,662

     正味財産 3,797,530,127

  預り金 国税・社会保険料 源泉所得税、社会保険料の預り金 207,593

   流動負債合計 1,857,662

西日本電信電話株式会社 NTT電話料金（3月分） 46,520
奈良県 補助金精算金（24年度） 1,458,271

  (流動負債) 未払金 1,650,069

  奈良社会保険事務所 社会保険料（3月分） 145,278

   固定資産合計 3,766,773,518

     資産合計 3,799,387,789

  電話加入権 14回線 公益事業等にて使用 601,328

  保証金 AED機器 公益事業等にて使用 20,000

給湯機 105,604
冷蔵庫 216,018

  ソフトウェア Webコンテンツ等 公益事業等にて使用 365,751

全自動氷水機 34,125
デジタルディスクレコーダー 15,540
画像送信機 18,401

大型プリンター 1
禁煙対策用空気清浄機 33,017
草刈り機 10,111

6,142
パソコン（2台） 31,281
タッチパネルディスプレイ 181,839
ブラウザシステム 7,077

什器備品 686,610
  書庫 （共用財産）

公益目的事業に使用　　50%
収益事業等に使用　　　40%
管理業務に使用　　　　10%

11,067
応接セット 16,387
サーバ―

中央監視盤 管理業務に使用 1,903,650
エアコン３台 収益事業に使用 648,475

  サイエンスシアター 公益目的事業に使用 1,465,666
駐車場ゲート一式 収益事業等に使用 6,581,452

  その他固定資産 12,272,932

機械装置 10,599,243

BNPパリバ銀行

円建外債（30年） 〃
100,000,000

ノルウェー地方金融公社
円建外債（30年） 〃

100,000,000

      みずほ証券 300,000,000
CAインドスエズ銀行
円建外債（30年）

公益目的事業に必要なその他の業務に供している財
産。運用益を公益目的事業および公益目的事業に必要

なその他業務の財源として使用

100,000,000

普通預金

登美が丘支店

公益目的保有財産 11,500,000

  運営基金 300,000,000

      南都銀行 111,500,000
定期預金
登美が丘支店

公益目的保有財産 100,000,000

  ・スタンレー証券
ドイツ復興金融公庫
円建外債（20年）

公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益
目的事業に必要なその他業務の財源として使用

20,000,000

野村ヨーロッパファイナンス

N.V. 円建外債（30年）

公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益

目的事業に必要なその他業務の財源として使用
98,500,000

      三菱UFJモルガン 20,000,000

BNPパリバ銀行
円建外債（30年） 〃

50,000,000

      野村証券 98,500,000

      みずほ証券 100,000,000
欧州評議会開発銀行

円建外債（30年）

公益目的保有財産。運用益を公益目的事業および公益

目的事業に必要なその他業務の財源として使用
50,000,000

建物 奈良県生駒市高山町8916番地12 高山ｻｲｴﾝｽﾌﾟﾗｻﾞ 1階～2階、4階の一部を公益目的事業
に、3階と4階の一部を収益事業と管理運営の用に供し

ている

1,124,500,586

  助成基金 330,000,000

    特定資産 1,754,500,586

 


