
場所・物量等 使用目的等 金        額

　(流動資産)

現金預金 226,224,663

  　現金 手元保管 運転資金として 755,112

  　預金 普通預金 206,927,168

    三井住友/永福町0920122 運転資金として 3,649,055

    三菱東京UFJ/永福町36274 運転資金として 13,068,188

    三菱東京UFJ/永福町279176 運転資金として 42,767

    三菱東京UFJ/永福町0013710 運転資金として 12,774,718

    三菱東京UFJ/永福町0054080 運転資金として 4,863,957

  三菱東京UFJ/永福町0016268 運転資金として 7,196,777

    三菱東京UFJ/永福町0016226 運転資金として 21,654,300

三菱東京UFJ/永福町1162876 運転資金として 1,963,615

三菱東京UFJ/永福町1112780 運転資金として 9,052,055

  三菱東京UFJ/永福町1163783 運転資金として 3,474,949

  三菱東京UFJ/永福町0101851 運転資金として 3,182,164

　大和ネクスト/1272678 運転資金として 397

沖縄/本店2470187 運転資金として 56,261

    静岡/新宿0307902 運転資金として 98,837

  中部ｾ:三菱東京UFJ/0404731 運転資金として 1,361,362

  中部ｾ:三菱東京UFJ/1222720 運転資金として 112,000

  中部ｾ:豊田信金/881388 運転資金として 1,755

  中部ｾ:農協/0161805 運転資金として 210

  関西ｾ:泉州池田/2422137 運転資金として 14,629

  関西ｾ:三菱東京UFJ/3882572 運転資金として 3,853

  関西ｾ:三菱東京UFJ/4538215 運転資金として 30,543

  四国ｾ:百十四/0138083 運転資金として 1,381,947

  四国ｾ:郵貯/6821391 運転資金として 794,823

  四国ｾ:香川/1039608 運転資金として 21,068

  四国ｾ:農協/5071342 運転資金として 455,042

  西日本ｾ:西ｼﾃｨｰ/1209554 運転資金として 2,168,985

  西日本ｾ:西ｼﾃｨｰ/1176852 運転資金として 575,185

  西日本ｾ:福岡/0556874 運転資金として 3,254,916

  西日本ｾ:農協/0020124 運転資金として 2,300,840

三菱東京UFJ/永福町1163833 運転資金として 5,969,634

    三菱東京UFJ/永福町0016195 運転資金として 58,137

  三菱東京UFJ/永福町0063841 運転資金として 6,974,227

  三菱東京UFJ/永福町0109333 運転資金として 125,460

  三井住友/永福町7276982 運転資金として 6,224,457

三菱東京UFJ/永福町0114807 運転資金として 36,127,102

    三菱東京UFJ/永福町1162975 運転資金として 11,903,385

    三菱東京UFJ/永福町1163775 運転資金として 6,973,674

    三井住友/永福町5308330 運転資金として 117,325

　大和ネクスト/1273214 運転資金として 925

　大和ネクスト/1273187 運転資金として 150

ゆうちょ/8634014 運転資金として 1,800,000

    三菱東京UFJ/永福町0016242 運転資金として 33,118,699

  北海道:北洋/4256464 運転資金として 8,979

  北海道:北海道/0194299 運転資金として 77,342

  北海道:北洋/3154532 運転資金として 1,000

  宮城:七十七/0611468 運転資金として 206,970

  宮城:仙台/5228413 運転資金として 3,166

  宮城：三井住友/7144847 運転資金として 8,802

  首都圏:三井住友/7153239 運転資金として 3,148

  首都圏:三菱東京UFJ/5204377 運転資金として 37,937

  首都圏:横浜/1123915 運転資金として 9,430

  山梨:山梨中央/1510377 運転資金として 234,393

  静岡:ｽﾙｶﾞ/01449211 運転資金として 6,016

  静岡:浜松信金/0442325 運転資金として 42,710

  静岡:静岡/0029906 運転資金として 377,164

  静岡:清水/2502818 運転資金として 14,961

  静岡:磐田信金/510144 運転資金として 26,259

  長野:八十二/439463 運転資金として 239,212

  長野:長野/0386039 運転資金として 6,289

  長野:長野県信金/5024278 運転資金として 8,473

  長野:長野信金/0374259 運転資金として 7,864

  富山:北陸/1712440 運転資金として 117,141

  富山:富山第一/099499 運転資金として 500

  富山:富山/0366655 運転資金として 500

  富山:ゆちょ/13613901 運転資金として 20,281

  岐阜:十六/0858656 運転資金として 340,989

  岐阜:大垣共立/337785 運転資金として 837

  岐阜:岐阜信金/0858656 運転資金として 35,706

  愛知:三菱東京UFJ/1088961 運転資金として 171,888

  愛知:農協/0020636 運転資金として 210

  関西:三井住友/430918 運転資金として 3,238

  関西:三菱東京UFJ/066334 運転資金として 17,588

  関西:りそな/2246081 運転資金として 606

  関西:泉州池田/0139249 運転資金として 106,366

  四国:百十四/2020579 運転資金として 4,188

  四国:百十四/0391676 運転資金として 337,428

  四国:百十四/2019159 運転資金として 2,184

  四国:香川/1748803 運転資金として 755

  四国:阿波/0901659 運転資金として 1,141

  四国:四国/1166490 運転資金として 10,500

財産目録
平成26年 3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目
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  四国:高知/0937061 運転資金として 688

  四国:徳島/6640811 運転資金として 1,071

  四国:中国/1227121 運転資金として 1,214

  四国:四国/0332751 運転資金として 425

  西日本:西ｼﾃｨｰ/1021007 運転資金として 761,463

  西日本:福岡/0430145 運転資金として 383,120

  広島:もみじ/7219832 運転資金として 256,330

  愛媛:伊予/1910106 運転資金として 7,736

  愛媛:愛媛/2184331 運転資金として 74,587

  振替貯金 11,048,991

      本部:00160-6-23641東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 20,000

  本部啓発:00100-6-482316東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 10,371,361

  本部海外:00100-8-386605東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 45,000

本部子供:00140-4-654359東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 403,490

中部セ:4-111215 運転資金として 54,480

北海道:8-24215 運転資金として 4,640

首都圏:7-757730 運転資金として 21,700

静岡:1-65815 運転資金として 5,190

    関西:00900-7-138752大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 160

富山:5-55723 運転資金として 23,030

四国:8-17850 運転資金として 500

    西日本:01790-1-35091福岡貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 99,440

定期預金 7,493,392

広島：もみじ/広島6375978/定 運転資金として 950,000

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 21,230,343

  前払金 バングラデシュOB会　他 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植林事業経費分　他 6,165,396

  有価証券 大和証券新宿センタービル支店扱い　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 134,320

  立替金 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ植林ﾂｱｰ参加者　他 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ植林ﾂｱｰ経費分　他 359,315

前払費用 ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ　他
25年度緑の募金事業申請(ﾓﾃﾞﾙinﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ事
業)26年度計上分経費分　他 1,972,364

  貯蔵品 バッジ（269個) 会員配布・販売用の在庫分 141,225

仮払金 車両リサイクル税　3台分 日産ﾊｲｴｰｽ分　他　 35,810

256,263,436

　(固定資産)

    基本財産 6,000,000

  定期預金 三井住友/永福町9201224/定
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 917,379,434

  グローバル「子供の森」積立資産（旧基金） 普通預金　三菱東京UFJ/永福町支店
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

134,471,217

有価証券　野村證券虎ノ門支店　他 〃

  海外環境保全積立資産（旧準備資金） 普通預金・定期預金　三菱東京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

62,707,413

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（旧資金） 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

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（旧準備資金） 普通預金　三菱東京UFJ/永福町
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

90,000,000

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（旧資金） 普通預金　三菱東京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

53,420,552

有価証券　大和証券新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ支店 〃

  人材育成技術協力研修積立資産（旧準備資金） 普通預金　三菱東京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

25,264,974

  研修センター修改築積立資産（旧準備資金） 普通預金・定期預金　三菱東京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

88,551,321

  国内環境保全積立資産（旧準備資金） 普通預金・定期預金　三菱東京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

108,275,749

  国際協力推進積立資産（旧基金） 普通預金・定期預金　大和ﾈｸｽﾄ　他　
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

136,994,502

有価証券　大和証券新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ支店 〃

  オイスカハウス建設積立資産 普通預金　三菱東京UFJ/永福町支店
資産取得資金として法人会計建設事業に資するた
めの資産。

140,000,000

その他固定資産 1,794,321,817

  建物 711,405,971

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80％の割合を公益目的事業で使用している

34,626,634

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

8,656,659

十和田研修館木造モルタル２Ｆ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

300,004

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 667,198,187

静岡県支部事務所木造モルタル２Ｆ建物　他 静岡県支部 公益目的保有財産として公４事業に使用している 624,487

建設付属設備 9,588,042

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 128,022

屋外階段工事 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

1,170,795

   流動資産合計
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配水管改善済み工事 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

8,289,225

  構築物 541,502

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

541,502

  車両運搬具 13,442,797

マイクロバスほか ４研修センター計43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

5,618,043

トヨタアルファ―ドほか地方支部分６台 本部ほか計10台 公益目的保有財産として公４事業に使用している 7,824,748

トヨタハイエースほか 本部5台（共用）
法人の基礎となる財産であり、77％の割合を公益
目的事業で使用している

5

法人の基礎となる財産であり、23％の割合を2号財
産として管理部門で使用している

1

  什器備品 10,079,591

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 7,032,204

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 109,055

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 2,329,746

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

486,869

法人の基礎となる財産であり、2号財産として20％
の割合を管理部門で使用している

121,717

  土地 952,508,339

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 657,731,527

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

269,553,070

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 2,616,137

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 770,336

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 990,977

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

624,022

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

230,802

  ソフトウェア 1,080,536

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

1,080,536

  保証金 1,930,902

アパート借上げ 本部（浜松） 公益目的保有財産として公３事業に使用している 240,000

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 982,902

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 708,000

  建設仮勘定 91,128,000

建設仮勘定 本部（東京）
法人管理部門のオイスカハウス建設のための仮勘
定

91,128,000

2,717,701,251

2,973,964,687

　(流動負債)

  未払金 厚生労働省　他 社会保険料分　他 13,048,243

  前受金 外務省（NGO連携無償資金協力）　他
26年度ﾐｬﾝﾏｰ農村開発の為の人材育成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ受
託事業分　他

39,259,004

  預り金 ㈱ﾑﾗﾏﾂ・ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ　他 ﾀｲ現地取材経費分　他 1,105,381

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 3,164,700

57,223,328

　(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

60,721,328

2,913,243,359

(参考：負債及び正味財産合計) 2,973,964,687

   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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