
場所・物量等 使用目的等 金        額

　(流動資産)

  現金 手元保管 運転資金として 572,735

  預金 普通預金 121,713,512

    三井住友/永福町6413888 運転資金として 520,000

    三井住友/永福町0920122 運転資金として 1,376,640

    三菱東京UFJ/永福町36274 運転資金として 35,071,776

    三菱東京UFJ/永福町279176 運転資金として 34,146

    三菱東京UFJ/永福町1151143 運転資金として 3,000,000

    三菱東京UFJ/永福町0013710 運転資金として 4,927,672

    三菱東京UFJ/永福町0054080 運転資金として 16,219,203

  三菱東京UFJ/永福町0016268 運転資金として 2,391,776

    三菱東京UFJ/永福町0016226 運転資金として 8,342,630

  三菱東京UFJ/永福町1163783 運転資金として 882,562

  宮城：三井住友/7144847 運転資金として 12,131

    静岡/新宿0307902 運転資金として 248,978

  中部ｾ:三菱東京UFJ/0404731 運転資金として 672,395

  中部ｾ:三菱東京UFJ/1222720 運転資金として 152,000

  中部ｾ:岡信信金/007661 運転資金として 1,406

  関西ｾ:泉州池田/422137 運転資金として 4,454

  関西ｾ:三菱東京UFJ/3882572 運転資金として 3,055

  関西ｾ:三菱東京UFJ/4538215 運転資金として 118,440

  四国ｾ:百十四/138083 運転資金として 902

  四国ｾ:郵貯/821391 運転資金として 9

  西日本ｾ:西ｼﾃｨｰ/209554 運転資金として 519,395

    三菱東京UFJ/永福町0016195 運転資金として 12,994,486

  三菱東京UFJ/永福町0063841 運転資金として 3,669,087

  三井住友/永福町7276982 運転資金として 1,785,119

    三菱東京UFJ/永福町1162975 運転資金として 4,081,969

    三菱東京UFJ/永福町1163775 運転資金として 6,520,870

    三井住友/永福町5308330 運転資金として 421,412

    三菱東京UFJ/永福町0016242 運転資金として 17,030,670

  北海道:北海道/194299 運転資金として 10,000

  宮城:七十七/611468 運転資金として 17,361

  宮城:仙台/5228413 運転資金として 1,000

  宮城:七十七/494855 運転資金として 11

  首都圏:三菱東京UFJ/5204377 運転資金として 16,598

  首都圏:横浜/1123915 運転資金として 577

  静岡:静岡/0029906 運転資金として 300,745

  長野:八十二/439463 運転資金として 44,689

  富山:北陸/1712440 運転資金として 13,219

  岐阜:十六/0858656 運転資金として 11,762

  愛知:三菱東京UFJ/1088961 運転資金として 86,954

  関西:泉州池田/0139249 運転資金として 85,877

  広島:広島/3673554 運転資金として 10,000

  広島:もみじ/7219832 運転資金として 85,420

  広島:広島/2471188 運転資金として 10,000

  愛媛:愛媛/184331 運転資金として 16,116

  振替貯金 755,540

       本部:00160-6-23641東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 55,000

   本部:00100-6-482316東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 655,600

子供:00140-4-654359東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 5,000

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

    西日本:01790-1-35091福岡貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 39,840

定期預金 7,993,392

広島：もみじ/広島6375978/定 運転資金として 1,450,000

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 2,000,000

  未収金 外務省　他 NGO事業補助金分　他 7,094,773

  前払金 インドネシアＯＢ会　他 ＣＦＰ事業経費分　他 3,627,136

  有価証券 大和証券新宿センタービル支店扱い
公益目的事業及び管理目的の財源と
して使用する資産

82,821

  立替金 名取市海岸林再生の会　他 海岸林再生苗木生産負担費用分　他 185,300

前払費用 メゾン青葉台　他
公益目的事業及び管理事業の平成24
年度分費用前払分

938,254

  貯蔵品 バッジ（492個) 会員配布・販売用の在庫分 258,300

143,221,763

財産目録
平成24年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目

   流動資産合計
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場所・物量等 使用目的等 金        額

（単位:円）

貸借対照表科目

　(固定資産)

基本財産

    基本財産 6,000,000

  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

    特定資産 1,067,235,333

  海外環境保全準備資金 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 〃

  「子供の森」計画準備資金 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。

98,000,000

有価証券　野村證券虎ノ門支店 〃

  人材育成技術協力研修準備資金 普通預金　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。

47,264,974

  国内環境保全準備資金 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。

19,635,837

  研修センター修改築準備資金 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。

96,005,321

  国際協力施設整備資金 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。

304,459,322

有価証券　大和証券新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ支店 〃

  海外開発協力事業資金 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」計画事業資金 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

  グローバル「子供の森」基金 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。

128,818,016

有価証券　野村證券虎ノ門支店 〃

  国際協力推進基金 普通預金　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。

154,187,712

有価証券　大和証券新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ支店 〃

その他固定資産 1,810,038,452

  建物 本部　他 826,509,077

  構築物 鉄骨鉄筋3F建物外溝工事　他 2,112,728

  車両運搬具 トヨタアルファ―ド（練馬301と4805）　他 11,396,426

  什器備品 給湯用ボイラー　他 10,517,576

  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 2,562,267

  保証金 コーポいずみ102号　他 1,815,902

  

2,883,273,785

3,026,495,548

　(流動負債)

  未払金 厚生労働省　他 社会保険料分　他 12,977,082

  前受金 本部　他 平成24年度ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植林事業助成金分　他 15,217,930

  預り金 ミウラクリエート　他 保証金分　他 639,528

未払法人税等 東京都　他 住民税均等割り　 655,000

未払消費税等 国税庁 消費税等 3,500,000

32,989,540

　(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

36,487,540

2,990,008,008

(参考：負債及び正味財産合計) 3,026,495,548

   固定資産合計

     資産合計

   流動負債合計

   固定負債合計

     負債合計

     正味財産
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