
財   産   目   録
平成17年3月31日現在

（第8年度）

（単位：円）

科　　　　　　目

Ⅰ 　 資産の部
1 流動資産

 現金預金
　　現　　　金　（一般会計）　現金手許残高 13,904
    普通預金
　　　　　　（一般会計）
　            　　ＵＦＪ銀行・東海公務部 803,766
　　　　　　　　　ＵＦＪ銀行・名古屋営業部 46,250,515,616
　　　　　　　　　ＵＦＪ銀行・名古屋駅前支店 7,511,633,688
　　　　　　　　　ＵＦＪ銀行・虎ノ門支店 1,764
　　　　　　　　　ＵＦＪ銀行・藤ヶ丘支店 967,662
　　　　　　　　　東京三菱銀行・名古屋支店 10,587
　　　　　　　　　三井住友銀行・名古屋支店 36,309
　　　　　　　　　みずほ銀行・名古屋支店 22,373
　　　　　　　　　りそな銀行・名古屋支店 45,825
　　　　　　　　　りそな銀行・名古屋中央支店 42,856
　　　　　　　　　農林中央金庫・名古屋支店 12,469
　　　　　　　　　十六銀行・名古屋支店 14,933
　　　　　　　　　大垣共立銀行・名古屋支店 14,828
　　　　　　　　　百五銀行・名古屋支店 27,155
　　　　　　　　　三重銀行・名古屋支店 71,408
　　　　　　　　　名古屋銀行・本店営業部 15,093
　　　　　　　　　愛知銀行・本店営業部 14,567
　　　　　　　　　中京銀行・本店営業部 15,247
　　　　　　　　　第三銀行・名古屋支店 71,409
　　　　　　　　　瀬戸信用金庫・名古屋支店 58,936
                      愛知県信用農業協同組合連合会・本店 408,337
　　　　　　（特別会計）
　　　　　　　　　日本国際博覧会運営等事業受託事業 37,753,425
　　　　　　　　　日本国際博覧会出展事業受託事業 256,997,039
　　　　　　　　　エネルギー広報事業受託事業 20,472,580
        　　　　　途上国支援事業受託事業（政府開発
        　　　　　援助日本国際博覧会出展支援事業） 596,533
　　　　　　　　　途上国支援事業受託事業 （日本国際
        　　　　　博覧会産油国出展支援事業） 1,428,000
　　 　 　　　　　途上国支援事業受託事業 541,462,248
　　　　　　　　　新エネルギー等地域集中実証研究
　　　　　　　　　事業受託事業 254,752
　　　　　　　　　次世代ロボット実用化事業受託事業 6,756,431
　　　　　　　　　公園緑地整備事業受託事業 23,923,883

54,654,463,623
 貯蔵品
　　　　（一般会計）
 　　　　    広報グッズ等 6,937,062
　　　　（特別会計）
　　　　　　 日本国際博覧会運営等事業受託事業 1,254,600

8,191,662
 未収金   　　 　
　　　　（一般会計）
　　　　　　公益法人助成金等 9,914,858,419
　　　　　　売上納付金等 236,446,985
　　　　（特別会計）
　　　　　　日本国際博覧会運営等事業受託事業 518,908,000
　　　　　　日本国際博覧会出展事業受託事業 4,896,549,280
　　　　　　エネルギー広報事業受託事業 1,831,745,000
        　　途上国支援事業受託事業（政府開発援助
        　　日本国際博覧会出展支援事業） 167,676,277
　　　　　　途上国支援事業受託事業 （日本国際博覧
        　　会産油国出展支援事業） 276,230,015
　　 　 　　途上国支援事業受託事業 13,735,882
　　　　　　新エネルギー等地域集中実証研究事業
　　　　　　受託事業 205,676,488
　　　　　　次世代ロボット実用化事業受託事業 466,510,319
　　　　 　 知的財産権制度普及啓発事業受託事業 119,863,406
　　　　    公園緑地整備事業受託事業 171,138,500
　　　　　  グローバル・ハウス「こうのとり野生復帰」
　　　　　  展示事業受託事業 81,400,000

18,900,738,571

金　　　　　額



財   産   目   録
平成17年3月31日現在

（第8年度）

（単位：円）

科　　　　　　目

 前払金
　　　　（一般会計）
 　　　　　 前払賃借料 28,250,674
　　　　　　前払利息 40,327,853
　　　　　　前払保険料等 357,621,789
　　　　（特別会計）
　　　　    日本国際博覧会出展事業受託事業 4,431,603
　　　　　　次世代ロボット実用化事業受託事業 1,234,869

431,866,788
 仮払金　（一般会計）　 つり銭資金の預託等 697,562,847
 立替金　（一般会計）　　公式参加者負担火災保険料 7,998,721
　　　流動資産合計 74,700,822,212

2 固定資産
(1) 基本財産　（一般会計）
 定期預金　   ＵＦＪ銀行・名古屋営業部 30,000,000
         基本財産合計 30,000,000

(2) その他の固定資産　（一般会計）
 建物　         長久手会場・瀬戸会場等
　　　　　　　　  の建物付属設備 41,933,237,241
 構築物　      会場内の構築物ほか 24,869,082,357
 機械装置　　 大型映像装置（ＬＥＤ表示）ほか 2,918,235,214
 車輌運搬具  会場内移動用車輌ほか 1,271,744,604
 什器備品  　 情報通信システム(機器整備）ほか 5,920,209,084
 電話加入権  名古屋及び東京事務所 815,080
 商標権        マスコットキャラクター 2,903,341
 ソフトウエア　  情報通信システム（ソフトウエア）ほか 3,542,323,872
 出資金　　　  瀬戸信用金庫出資金 10,000
 敷金・保証金　名古屋及び東京事務所借室ほか 91,772,886
 退職給与引当預金　ＵＦＪ銀行・名古屋営業部 11,800,888
 建設寄付積立預金　ＵＦＪ銀行 他15金融機関 15,449,391,222
　　 　その他の固定資産合計 96,011,525,789
　　 　固定資産合計 96,041,525,789
　 　　資　産　合　計 170,742,348,001

金　　　　　額



財   産   目   録
平成17年3月31日現在

（第8年度）

（単位：円）

科　　　　　　目

Ⅱ 負債の部
1 流動負債

 短期借入金　（一般会計）  ＵＦＪ銀行・ＪＡあいち 801,690,873
 一年内返済予定長期借入金　（一般会計）
 　　　　　　     ＵＦＪ銀行・東海公務部 1,233,930,000
　　　　　　　　　三井住友銀行・名古屋支店 951,082,000
　　　　　　　　　みずほ銀行・名古屋支店 951,082,000
　　　　　　　　　りそな銀行・名古屋支店 496,590,000
　　　　　　　　　りそな銀行・名古屋中央支店 182,250,000
　　　　　　　　　農林中央金庫・名古屋支店 509,130,000
　　　　　　　　　十六銀行・名古屋支店 169,710,000
　　　　　　　　　大垣共立銀行・名古屋支店 169,710,000
　　　　　　　　　百五銀行・名古屋支店 169,710,000
　　　　　　　　　三重銀行・名古屋支店 100,768,000
　　　　　　　　　名古屋銀行・本店営業部 169,710,000
　　　　　　　　　愛知銀行・本店営業部 169,710,000
　　　　　　　　　中京銀行・本店営業部 169,710,000
　　　　　　　　　第三銀行・名古屋支店 100,768,000
　　　　　　　　　瀬戸信用金庫・名古屋支店 113,140,000

5,657,000,000
 未払金
　　　　（一般会計）
 　　　 　　清水・東急・大末・徳倉共同企業体ほか 59,849,298,522
　　　　（特別会計）
　　　　　　日本国際博覧会運営等事業受託事業 548,396,581
　　　　　　日本国際博覧会出展事業受託事業 4,924,400,027
　　　　　　エネルギー広報受託事業 1,823,723,232
        　　途上国支援事業受託事業（政府開発援助
        　　日本国際博覧会出展支援事業） 165,376,226
　　　　　　途上国支援事業受託事業 （日本国際博覧
        　　会産油国出展支援事業） 273,455,028
　　 　 　　途上国支援事業受託事業 555,198,130
　　　　　　新エネルギー等地域集中実証研究事業
　　　　　　受託事業 204,770,960
　　　　　　次世代ロボット実用化事業受託事業 468,887,239
　　　　 　 知的財産権制度普及啓発事業受託事業 114,450,000
　　　　    公園緑地整備事業受託事業 194,953,762
　　　　　  グローバル・ハウス「こうのとり野生復帰」
　　　　　  展示事業受託事業 81,400,000

69,204,309,707
 前受金　（一般会計）　　宿舎賃貸料ほか 210,417,210
 預 り金　（一般会計）　　包括賠償責任保険ほか 137,830,064
 仮受金　（一般会計） 　　　 7,810,599
 前受入場料　（一般会計）  　　　 22,683,156,200
 前受敷地使用料　（一般会計） 　　　 225,000,000
 前受協賛金　（一般会計）　　　 5,893,330,319
 前受出展料　（一般会計） 24,358,752
 前受営業施設使用料 （一般会計）　　　 2,082,205,515
 前受予約システム参加料　（一般会計）　　 7,577,028
 前受広告料　（一般会計）　 2,020,541
 　　　流 動 負 債 合 計 106,936,706,808

2 固定負債
 預り宿舎敷金　（一般会計）　　　　 118,740,600
 預り営業参加保証金 （一般会計）　　　 160,330,000
 前受出展料　（一般会計）　　 0
 預り駐車場敷金　（一般会計） 10,000
 退職給与引当金　（一般会計） 11,800,888
 　　　固　定 負 債 合 計 290,881,488
　 　　負　債　合　計 107,227,588,296

       正  味  財  産 63,514,759,705

(注）上記のほか、貸与を受けている施設等が56件、11,739,886,151円ある。

金　　　　　額


