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場所・物量等 使用目的等 金        額

　(流動資産)

現金預金 196,079,727

  現金 手元保管 運転資金として 132,228

  預金 普通預金 179,668,595

    三井住友/永福町6413888 運転資金として 0

    三井住友/永福町0920122 運転資金として 724,508

    三菱UFJ/永福町36274 運転資金として 345,387

    三菱UFJ/永福町279176 運転資金として 45,161

三菱UFJ/永福町1151143 運転資金として 0

    三菱UFJ/永福町0013710 運転資金として 35,832,561

三菱UFJ/永福町1162876 運転資金として 0

    三菱UFJ/永福町0054080 運転資金として 31,359,461

三菱UFJ/永福町0016268 運転資金として 2,879,732

　大和ネクスト/1272681 運転資金として 622

    三菱UFJ/永福町0016226 運転資金として 1,886,870

三菱UFJ/永福町1112780 運転資金として 0

  三菱UFJ/永福町1163783 運転資金として 7,462,891

  宮城：七十七/5018289 運転資金として 12,680

  中部ｾ:三菱UFJ/0404731 運転資金として 5,241,871

  中部ｾ:三菱UFJ/1222720 運転資金として 200,908

  中部ｾ:岡崎信金/434319 運転資金として 13,844

  中部ｾ:岡崎信金/556393 運転資金として 10,438

  中部ｾ:西尾信金/690695 運転資金として 11,713

  中部ｾ:豊田信金/881388 運転資金として 7,571

  中部ｾ:蒲郡信金/818449 運転資金として 9,823

  中部ｾ:碧南信金/136269 運転資金として 10,663

  中部ｾ:農協/161805 運転資金として 10,442

  中部ｾ:三菱UFJ/1222753 運転資金として 13,000,000

  中部ｾ:三菱UFJ/1222746 運転資金として 50,285

  関西ｾ:泉州池田/2422137 運転資金として 190,311

  関西ｾ:三菱UFJ/3882572 運転資金として 492,809

  関西ｾ:三菱UFJ/4538215 運転資金として 6,949,686

  四国ｾ:百十四/138083 運転資金として 976,760

  四国ｾ:郵貯/6821391 運転資金として 26,023

  四国ｾ:香川/1039608 運転資金として 972

  四国ｾ:農協/5071342 運転資金として 23,287

  西日本ｾ:福岡/0556874 運転資金として 2,220,511

  西日本ｾ:農協/0020124 運転資金として 1,239,717

  西日本ｾ:西ｼﾃｨｰ/109010 運転資金として 4,559,735

  西日本ｾ:西ｼﾃｨｰ/109000 運転資金として 575,437

  西日本ｾ:西ｼﾃｨｰ/3109029 運転資金として 2,862,062

三菱UFJ/永福町1163833 運転資金として 608,000

三菱京UFJ/永福町0166710 運転資金として 211,030

三菱UFJ/永福町0166723 運転資金として 0

三菱UFJ/永福町0171331 運転資金として 101,193

三菱UFJ/永福町0184683 運転資金として 7,857

    三菱UFJ/永福町0016195 運転資金として 2,251,151

  三菱UFJ/永福町0051383 運転資金として 958,507

  三菱UFJ/永福町1163767 運転資金として 23,445

  三菱UFJ/永福町0109333 運転資金として 0

三菱UFJ/永福町0114807 運転資金として 0

  三井住友/永福町7276982 運転資金として 0

    三菱UFJ/永福町0134109 運転資金として 83,351

    三菱UFJ/永福町0134492 運転資金として 11,039

    三菱UFJ/永福町1162975 運転資金として 1,264,553

三菱UFJ/永福町0149966 運転資金として 0

三菱UFJ/永福町0150156 運転資金として 21,661,768

三菱UFJ/永福町0150169 運転資金として 47,281

三菱UFJ/永福町0156050 運転資金として 0

    三菱UFJ/永福町1163775 運転資金として 6,891,645

三菱UFJ/永福町0051430 運転資金として 2,000,000

三菱UFJ/永福町駅前0226678 運転資金として 0

財産目録
令和2年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目
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    三井住友/永福町5308330 運転資金として 73,789

　大和ネクスト/1273187 運転資金として 164

ゆうちょ/8634014 運転資金として 10,973

    りそな/吉祥寺1955069 運転資金として 0

    三菱UFJ/永福町0016242 運転資金として 3,725,807

    三菱UFJ/永福町0051456 運転資金として 0

三菱UFJ/永福町0153159 運転資金として 0

  三菱UFJ/永福町0051414 運転資金として 0

  沖縄/本店2470187 運転資金として 539,632

    静岡/新宿0307902 運転資金として 195,144

三菱UFJ/永福町0171873 運転資金として 0

  北海道:北洋/4256464 運転資金として 89,832

  北海道:北海道/0194299 運転資金として 46,370

  北海道:北洋/3154532 運転資金として 30,724

  宮城:七十七/0611468 運転資金として 615,170

  宮城:仙台/5228413 運転資金として 5,623

  首都圏:三井住友/71753239 運転資金として 57,978

  首都圏:三菱UFJ/5204377 運転資金として 393,612

  首都圏:横浜/1123915 運転資金として 16,198

三菱東京UFJ/永福町7172392 運転資金として 0

  山梨:山梨中央/1510377 運転資金として 29,157

  山梨:山梨信金/1085751 運転資金として 8,704

  山梨:甲府信金/0198073 運転資金として 1,359

  静岡:ｽﾙｶﾞ/1449211 運転資金として 33,028

  静岡:浜松信金/0442325 運転資金として 7,971

  静岡:静岡/0029906 運転資金として 144,731

  静岡:清水/2502818 運転資金として 7,194

  長野:八十二/439463 運転資金として 203,389

  長野:長野/0386039 運転資金として 44,539

  長野:長野県信金/5024278 運転資金として 26,724

  長野:長野信金/0374259 運転資金として 46,171

  富山:北陸/1712440 運転資金として 817,601

  富山:富山第一/099499 運転資金として 8,559

  富山:富山/0366655 運転資金として 8,992

  富山:ゆちょ/13613901 運転資金として 58,715

  岐阜:十六/0858656 運転資金として 93,192

  岐阜:岐阜信金/0179883 運転資金として 14,060

  岐阜:大垣共立/010647 運転資金として 4,804

  愛知:三菱UFJ/243740 運転資金として 23,557

  愛知:三菱UFJ/1088961 運転資金として 1,281,270

  愛知:名古屋/194351 運転資金として 10,615

  愛知:岡崎信金/3205913 運転資金として 11,168

  愛知:豊田信金/9021361 運転資金として 10,219

  愛知:碧南信金/1512914 運転資金として 10,883

  愛知:西尾信金/76577 運転資金として 12,721

  愛知:蒲郡信金/2001818 運転資金として 10,396

  愛知:農協/0020636 運転資金として 10,938

  愛知:名古屋/3378671 運転資金として 9,767

  関西:三井住友/430918 運転資金として 2,455

  関西:三菱UFJ/0606334 運転資金として 1,411

  関西:りそな/2246081 運転資金として 904

  関西:泉州池田/0139249 運転資金として 11,113

  四国:百十四/2020579 運転資金として 1,567

  四国:百十四/391676 運転資金として 27,919

  四国:百十四/2019159 運転資金として 6,742

  四国:香川/1748803 運転資金として 16,749

  四国:阿波/901-659 運転資金として 807

  四国:四国/1166490 運転資金として 357

  四国:高知/0937061 運転資金として 744

  四国:徳島/6640811 運転資金として 949

  四国:中国/1227121 運転資金として 15

  四国:四国/0332751 運転資金として 891

  西日本:西ｼﾃｨｰ/021007 運転資金として 0

  西日本:福岡/0430145 運転資金として 8,995,723

  西日本:西ｼﾃｨｰ/112740 運転資金として 5,926,499
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  広島:広島/3673554 運転資金として 35,319

  広島:もみじ/7219832 運転資金として 67,994

  広島:広島/2471188 運転資金として 462,744

  四国:伊予/191-0106 運転資金として 0

  四国:愛媛/3757207 運転資金として 22

  四国:愛媛/6808407 運転資金として 670

  四国:愛媛/2184331 運転資金として 0

  振替貯金 9,535,512

  本部:00160-6-23641東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 425,518

  本部啓発:00100-6-482316東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 1,703,932

  本部海外:00100-8-386605東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 63,054

本部子供:00140-4-654359東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 417,124

中部セ:00860-4-111215名古屋貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 15,808

北海道:02720-8-24215小樽貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 2,734

首都圏:00180-7-757730東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 62

静岡:00860-1-65815 運転資金として 8,428

富山:00790-5-55723金沢貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 72,685

愛知:00800-7-46480名古屋貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 11,365

    関西:00900-7-138752大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 2,597

    西日本:01790-1-35091福岡貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 6,812,205

定期預金 6,743,392

広島：もみじ/広島6375978/定 運転資金として 1,200,000

愛知：名古屋/豊田東331926-053/定 運転資金として 4,543,392

四国：百十四/高松駅前0464416/定 運転資金として 1,000,000

  未収金 外務省　他 NGO事業補助金分　他 9,227,752

  前払金 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｶﾗﾝｶﾞﾆｱﾙ研修ｾﾝﾀｰ　他 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植林事業経費分　他 121,860,996

立替金 保険料未請求　他 公益目的事業及び管理目的として使用する経費分 226,800

前払費用 外務省事業経費　前払費用支払　他 公益目的事業及び管理目的として使用する経費分 5,651,245

  貯蔵品 バッジ（409個) 会員配布・販売用の在庫分 199,982

仮払金 車両リサイクル税　7台分ほか ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ分　他　 163,128

333,409,630

　(固定資産)

   基本財産 6,000,000

  投資有価証券 野村證券本店
基本財産（２号財産）であり、運用益を管理部門の
財源とし使用している

6,000,000

   特定資産 951,769,462

退職給付引当資産 普通預金　三菱UFJ/永福町支店 職員に対する退職金を法人会計に積立している 1,000,000

減価償却引当資産 普通預金　三菱UFJ/永福町支店
オイスカハウスにおける減価償却分を法人会計およ
び収益事業に積立している

51,754,825

  
グローバル「子供の森」積立資
産（旧基金）

普通預金　三菱UFJ/永福町駅前支店
公益目的保有財産として公２事業の円滑な推進に資
するために保有。運用益を同事業に使用している

139,395,577

有価証券　大和証券新宿支店　他 〃

  海外環境保全積立資産（旧準備資金） 普通預金　三菱UFJ/永福町支店
特定費用準備資金として公１事業の円滑な推進に資
するために使用している。運用益を同事業に使用し
ている

55,173,824

有価証券　野村証券本店 〃

  海外開発協力事業積立資産（旧資金） 普通預金　三菱UFJ/永福町支店　他
公益目的保有財産として公１事業の円滑な推進に資
するために保有している。運用益を同事業に使用し
ている

65,833,703

有価証券　大和証券新宿支店　他 〃

  
「子供の森」計画積立資産（旧
準備資金）

普通預金　三菱UFJ/永福町支店
特定費用準備資金として公２事業の円滑な推進に資
するために使用している

68,990,529

有価証券　野村證券本店 〃

  
「子供の森」計画事業積立資産
（旧資金）

普通預金　三菱UFJ/永福町支店　他
公益目的保有財産として公２事業の円滑な推進に資
するために保有している。運用益を同事業に使用し
ている

62,330,632

大和証券新宿支店 〃

  
人材育成技術協力研修積立資産
（旧準備資金）

普通預金　三菱UFJ/永福町支店　他
特定費用準備資金として公３事業の円滑な推進に資
するために使用している

21,264,974

  
研修センター修改築積立資産
（旧準備資金）

普通預金　三菱UFJ/永福町支店　他
資産取得資金として公３事業の円滑な推進に資する
ために使用している

67,344,473

大和証券新宿支店 〃

  国内環境保全積立資産（旧準備資金） 普通預金　三菱UFJ/永福町支店　他
特定費用準備資金として公４事業の円滑な推進に資
するために使用している

273,368,755

三菱UFJモルガン・スタンレー証券新宿支店　他 〃

国際協力活動推進基金 公益目的共通　遺贈建物、土地
法人の管理運営を含む公益目的事業全般の円滑な推
進に資するために使用している。

69,061,703

60周年記念準備資産 普通預金　三菱UFJ/永福町支店
60周年記念行事に対する活動資金を法人会計に積立
している

2,000,000

   流動資産合計
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  国際協力推進積立資産（旧基金） 普通預金　三菱UFJ/永福町支店
法人の管理運営を含む事業全般の円滑な推進に資す
るために使用している。運用益を同事業に使用して
いる

74,250,467

有価証券　大和証券新宿支店 〃

その他固定資産 1,474,270,990

  建物 本部建物　他 716,941,298

本部・国際協力研修館建物
（中古）３Ｆ建物

本部（共用）
法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産と
して公益目的事業で40％の割合を、収益目的事業で
40％の割合を使用している

28,220,370

法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産と
して20％の割合を管理部門で使用している

7,055,093

　オイスカハウス永福町４Ｆ建物 本部（オイスカハウス）
法人の基礎となる財産であり、89％の割合を収益目
的事業で使用している

152,381,267

法人の基礎となる財産であり、11％の割合を管理部
門で使用している

18,833,640

十和田研修館木造モルタル２
Ｆ建物

本部(十和田)
かつて研修施設として使用してきたが、現在は使用
していない

5

国内研修センター（４か所）
建物

中部、西日本、四国、関西 公益目的保有財産として公３事業に使用している 510,450,923

建物附属設備 電機設備工事　他 74,672,649

国際協研修館3F内装工事　他 本部
法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産と
して80％の割合を公益目的事業で使用している

2,546,997

法人の基礎となる財産であり、公益目的保有財産と
して20％の割合を管理部門で使用している

636,749

電機設備工事　他（オイスカ
ハウス）

本部(オイスカハウス）
法人の基礎となる財産であり、89％の割合を収益目
的事業で使用している

48,533,035

法人の基礎となる財産であり、11％の割合を管理部
門で使用している

5,998,465

電機設備工事（海岸林名取） 本部(名取） 公益目的保有財産として公４事業に使用している 69,348

屋外階段工事　他 中部
公益目的保有財産として研修施設に付随するもので
公３事業に使用している

2,711,394

重清ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内井水給水設備
工事　他

四国
公益目的保有財産として研修施設に付随するもので
公３事業に使用している

864,539

配水管改善済み工事　他 西日本
公益目的保有財産として研修施設に付随するもので
公３事業に使用している

13,312,122

  構築物 鉄骨鉄筋3F建物外溝工事　他 2,827,548

　囲障工事　一式　他（オイスカハウス） 本部（オイスカハウス）
法人の基礎となる財産であり、89％の割合を収益目
的事業で使用している

858,451

法人の基礎となる財産であり、11％の割合を管理部
門で使用している

106,101

鉄骨鉄筋3F建物外構工事 他 中部センター
公益目的保有財産として研修施設に付随するもので
公３事業に使用している

2

多目的広場舗装工事　一式 四国センター
公益目的保有財産として研修施設に付随するもので
公３事業に使用している

1,862,994

  車両運搬具 トヨタアルファ―ド（練馬301と4805）　他 20,582,160

マイクロバスほか ４研修センター計44台
公益目的保有財産として４施設での公３事業に使用
している

15,044,019

トヨタアルファ―ドほか地方
支部分６台

本部ほか計13台 公益目的保有財産として公４事業に使用している 5,424,932

クラウン 本部1台（共用）
法人の基礎となる財産であり、100％の割合を公益
目的事業で使用している

1

乗用ﾓｱｰ(共立RM980F) 中部ｾﾝﾀｰ 収益目的財産として収益事業に使用している 113,208

  什器備品 給湯用ボイラー　他 8,637,775

　植栽工事　一式　他(オイスカハウス) 本部（オイスカハウス）
法人の基礎となる財産であり、89％の割合を収益目
的事業で使用している

606,935

法人の基礎となる財産であり、11％の割合を管理部
門で使用している

75,014

ｺﾝﾊﾟｸ手動式書棚 国内研修センター（４か所） 公益目的保有財産として公３事業に使用している 6,459,185

デジタル一眼レフカメラ 本部 公益目的保有財産として公２事業に使用している 1

パソコンほか 本部・支部計８か所 公益目的保有財産として公４事業に使用している 731,483
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場所・物量等 使用目的等 金        額貸借対照表科目

両開き書庫(ｽﾁｰﾙ)ほか 本部
法人の基礎となる財産であり、80％の割合を公益目
的事業で使用している

612,126

法人の基礎となる財産であり、20％の割合を管理部
門で使用している

153,031

  土地 東京都杉並区　宅地145.70㎡　他 648,390,782

福岡県早良区 山林原野
89070.00㎡ほか

西日本センター、四国センター 公益目的保有財産として公３事業に使用している 304,245,970

鹿児島県二俣町山林 8231㎡
ほか

本部（鹿児島） 公益目的保有財産として公４事業に使用している 64,242

　東京都杉並区　宅地408.77㎡
ほか

本部
法人の基礎となる財産であり、管理部門、収益事業
で使用している

318,921,070

青森県十和田市 宅地2985.00
㎡

本部(十和田) 現在、遊休財産 25,159,500

  電話加入権 電話施設　本部　3322-5161　他 58,500

電話加入権 四国ｾﾝﾀｰ 3334･
0981ほか

研修センター（４か所、8回線） 公益目的保有財産として公３事業に使用している 16,500

電話加入権 四国支部 21-
1503ほか

支部（13回線） 公益目的保有財産として公４事業に使用している 21,000

電話施設 本部 3322-5161ほか本部（14回線）（共用）
法人の基礎となる財産であり、73％の割合を公益目
的事業で使用している

15,330

法人の基礎となる財産であり、27％の割合を2号財
産として法人の管理部門で使用している

5,670

  ソフトウェア 公益法人会計V10withSQL　他 134,376

公益法人会計V9withSQLほか 本部
２号財産として法人の管理部門（経理）で使用して
いる

134,376

  保証金 不二乃ﾊｲﾂ101号　他 2,025,902

土地借上げ等 北海道石狩郡ほか 公益目的保有財産として公４事業に使用している 1,267,902

アパート借上げ 本部（東京） ２号財産として法人の管理部門で使用している 758,000

2,432,040,452

2,765,450,082

　(流動負債)

短期借入金　 三菱UFJ銀行/烏山支店 9/30返済短期融資資金 50,000,000

1年以内返済予定長期借入金 三菱UFJ銀行/烏山支店 オイスカハウス建設資金 5,712,000

  未払金 東京都水道局　他 水道料金　他 10,419,000

  前受金 中部センター　他 平成31年度国際青年養成講座参加費分　他 137,145,683

  預り金 本部　他 保証金分　他 2,186,413

未払法人税等 東京都　他 住民税均等割り　 646,000

未払消費税等 国税庁 消費税等 3,124,700

209,233,796

　(固定負債)

長期借入金　 三菱UFJ銀行/烏山支店 オイスカハウス建設資金 5,728,000

退職給付引当金　 法人会計　他 25,300,000

  受入保証金 福岡市西区姪浜　他 収益事業のための土地貸付保証　他 7,946,000

38,974,000

248,207,796

2,517,242,286

(参考：負債及び正味財産合計) 2,765,450,082

     資産合計

   流動負債合計

   固定負債合計

     負債合計

     正味財産

   固定資産合計
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