
場所・物量等 使用目的等 金        額

 (流動資産)

現金預金 100,236,959

  現金 手元保管 運転資金として 558,605

  預金 普通預金 88,910,448

    三井住友/永福町6413888 運転資金として 199,800

    三井住友/永福町0920122 運転資金として 3,532,401

    三井住友/永福町4027782/福利厚生準備資金 運転資金として 38,301

    三菱東京UFJ/永福町36274 運転資金として 31,629,943

    三菱東京UFJ/永福町279176/US＄ 運転資金として 34,517

    三菱東京UFJ/永福町1151143 運転資金として 780,594

    三菱東京UFJ/永福町0013710/収益 運転資金として 3,748,000

    三菱東京UFJ/永福町0054080/共通募金 運転資金として 4,426,783

    三菱東京UFJ/永福町0016226/人材育成 運転資金として 89,622

    静岡/新宿0307902/人材育成部 運転資金として 96,700

    三菱東京UFJ/永福町0016195/海外環境保全 運転資金として 8,474,583

    三菱東京UFJ/永福町1162975/富士山 運転資金として 7,825,121

    三菱東京UFJ/永福町1163775 運転資金として 9,346,875

    三井住友/永福町5308330 運転資金として 947,401

    三菱東京UFJ/永福町0016242 運転資金として 4,515,174

三菱東京UFJ/永福町0051456/国内環境保全資金 運転資金として 8,934,880

北海道：北洋/札幌市役所3154532 運転資金として 769,555

    首都圏:三菱東京UFJ/永福町5204377 運転資金として 20,000

    岐阜:十六/岐阜中央0858656 運転資金として 1,035,475

    岐阜:大垣共立/今小町337785 運転資金として 200,065

    岐阜:岐阜信金/美江寺0179883 運転資金として 185,675

    岐阜:岐阜/神田町42466 運転資金として 200,033

    四国:百十四/高松駅前2020579 運転資金として 42

    四国:百十四/高松駅前0416291 運転資金として 51

    四国:百十四/本店2019159 運転資金として 150,000

    西日本:福岡/野芥0430145 運転資金として 40,000

愛媛：愛媛/久米3209136/特定 運転資金として 1,688,857

  振替貯金 474,514

    子供:00140-4-654359東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 394,734

    北海道:02720-8-24215小樽貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 20,000

    関西:00900-7-138752大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 100

    四国:01600-8-17850徳島貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 19,880

    西日本:01790-1-35091福岡貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 39,800

定期預金 10,293,392

広島：もみじ/広島6375978/定 運転資金として 1,750,000

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 4,000,000

  未収金 外務省 他 NGO事業補助金分 他 17,465,146

  前払金 インドネシアＯＢ会 他 ＣＦＰ事業経費分 他 4,503,767

  有価証券 野村證券虎ノ門支店扱い 他
公益目的事業及び管理目的の財源と
して使用する資産

21,898,182

  立替金 インドネシア総局 他 インドネシアADB事業資金分 他 6,676,633

  貯蔵品 バッジ（546個）、Ｔシャツ（35枚） 会員配布・販売用の在庫分 386,430

151,167,117

 (固定資産)

基本財産

  定期預金   三井住友/永福町9201224/定
公益目的保有財産であり、運用益を
公益目的事業用及び管理目的の財源
とし使用する。

6,000,000

特定資産 1,104,717,370

  グローバル「子供の森」積立資産 普通預金・定期預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他
公益目的事業である「子供の森」計
画事業の円滑な推進に資する。

127,552,663

有価証券 野村證券虎ノ門支店 〃

  海外環境保全積立資産 普通預金・定期預金 三菱東京UFJ/永福町支店
公益目的事業海外開発協力の海外環
境保全事業の円滑な推進に資する。

87,707,413

有価証券 野村証券虎ノ門支店 〃

  海外開発協力事業積立資産 普通預金・定期預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他
公益目的事業海外開発協力の海外農
漁村地域開発事業の円滑な推進に資
する。

77,693,706

有価証券 野村證券虎ノ門支店 〃

  「子供の森」計画積立資産 普通預金 三菱東京UFJ/永福町
公益目的事業である「子供の森」計
画事業の円滑な推進に資する。

100,000,000

有価証券 野村證券虎ノ門支店 〃

  「子供の森」計画事業積立資産 普通預金・定期預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他
公益目的事業である「子供の森」計
画事業の円滑な推進に資する。

53,463,032

  人材育成技術協力研修積立資産 普通預金・定期預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他
公益目的事業人材育成の人材育成技
術協力研修事業の円滑な推進に資す
る。

57,264,974

財産目録
平成23年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目
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（単位:円）

貸借対照表科目

  研修センター修改築積立資産 普通預金・定期預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他
公益目的事業人材育成の人材育成技
術協力研修事業の円滑な推進に資す
る。

100,005,321

  国内環境保全積立資産 普通預金・定期預金 三菱東京UFJ/永福町支店 他
公益目的事業啓発普及の国内環境保
全事業の円滑な推進に資する。

23,635,837

  国際協力施設整備積立資産 普通預金 三井住友/永福町支店 他
本部施設の修改築及び新規整備等に
資する。

304,747,522

有価証券 大和証券新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ支店 〃

  国際協力推進積立資産 定期預金 三菱東京ＵＦＪ/永福町支店 他
公益目的事業である国際協力活動の
円滑な推進に資する。

154,159,675

有価証券 大和証券新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ支店 〃

  ５０周年記念事業積立資産 有価証券 大和証券新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ支店
国際協力ボランティア活動５0周年記
念事業に資する。

18,487,227

その他固定資産 1,844,890,778

  建物 本部 他 864,726,546

  構築物 鉄骨鉄筋3F建物外溝工事 他 2,929,748

  車両運搬具 トヨタアルファ―ド（練馬301-と-4805） 他 7,279,965

  什器備品 給湯用ボイラー 他 9,969,429

  土地 東京都杉並区 宅地145.70㎡ 他 952,508,339

  電話加入権 電話施設 本部 3322-5161 他 2,616,137

  ソフトウェア 公益法人会計V10withSQL 他 3,283,712

  保証金 コーポいずみ102号 他 1,576,902

2,955,608,148

3,106,775,265

 (流動負債)

  未払金 厚生労働省 他 社会保険料分 他 13,485,497

  前受金 中部センター 他 研修修了式参加費分 他 1,793,500

  預り金 住友化学 他 タイツアー経費分 他 2,419,352

未払法人税等 宮城県 他 法人税等 663,900

未払消費税等 国税庁 他 消費税等 153,700

18,515,949

 (固定負債)

  受入保証金 福岡市西区姪浜 収益事業のための土地貸付保証 3,498,000

3,498,000

22,013,949

3,084,761,316

   流動負債合計
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