
場所・物量等 使用目的等 金        額

　(流動資産)

現金預金 336,912,922

  現金 手元保管 運転資金として 523,868

  預金 普通預金 328,263,218

      三井住友/永福町0920122 運転資金として 4,808,665

      三菱東京UFJ/永福町36274 運転資金として 14,070,265

      三菱東京UFJ/永福町279176 運転資金として 49,940

      三菱東京UFJ/永福町0013710 運転資金として 8,853,580

            運転資金として 43,354,471

      三菱東京UFJ/永福町0016268 運転資金として 2,327,272

      三菱東京UFJ/永福町0016226 運転資金として 6,401,682

  三菱東京UFJ/永福町1112780 運転資金として 2,804,914

  三菱東京UFJ/永福町1163783 運転資金として 13,763,720

  三菱東京UFJ/永福町0101851 運転資金として 1,586,205

  三菱東京UFJ/永福町0122023 運転資金として 16,583,448

      静岡/新宿0307902 運転資金として 26,756

  中部ｾ:三菱東京UFJ/0404731 運転資金として 2,498,112

  中部ｾ:三菱東京UFJ/1222720 運転資金として 17,583

  中部ｾ:岡崎信金/434319 運転資金として 8,308

  中部ｾ:岡崎信金/556393 運転資金として 8,434

  中部ｾ:西尾信金/690695 運転資金として 8,819

  中部ｾ:豊田信金/881388 運転資金として 5,634

  中部ｾ:蒲郡信金/818449 運転資金として 4,790

  中部ｾ:碧南信金/136269 運転資金として 6,924

  中部ｾ:農協/161805 運転資金として 7,681

  中部ｾ:三菱東京UFJ/1222746 運転資金として 13,435

  関西ｾ:泉州池田/422137 運転資金として 46,538

  関西ｾ:三菱東京UFJ/3882572 運転資金として 25,867

  関西ｾ:三菱東京UFJ/4538215 運転資金として 528,879

  四国ｾ:百十四/138083 運転資金として 1,647,588

  四国ｾ:郵貯/0821391 運転資金として 300,601

  四国ｾ:香川/039608 運転資金として 23,282

  四国ｾ:農協/071342 運転資金として 78,665

  西日本ｾ:西ｼﾃｨｰ/209554 運転資金として 1,449,049

  西日本ｾ:西ｼﾃｨｰ/176852 運転資金として 575,299

  西日本ｾ:福岡/0556874 運転資金として 3,972,458

  西日本ｾ:農協/0020124 運転資金として 654,033

  三菱東京UFJ/永福町1163833 運転資金として 3,809,799

      三菱東京UFJ/永福町0016195 運転資金として 16,705,525

  三菱東京UFJ/永福町0109333 運転資金として 50,475,284

  三井住友/永福町7276982 運転資金として 10,624

  三菱東京UFJ/永福町0114807 運転資金として 1,363,072

      三菱東京UFJ/永福町1162975 運転資金として 12,846,826

      三菱東京UFJ/永福町1163775 運転資金として 5,488,358

      三菱東京UFJ/永福町0134109 運転資金として 51,033,255

      三菱東京UFJ/永福町0134492 運転資金として 38,506,700

      三井住友/永福町5308330 運転資金として 264,046

  ゆうちょ/8634014 運転資金として 3,299,753

      三菱東京UFJ/永福町0016242 運転資金として 9,358,312

  三菱東京UFJ/永福町0051430 運転資金として 686

      三菱東京UFJ/永福町0051456 運転資金として 31

  北海道:北洋/4256464 運転資金として 96,992

  北海道:北海道/194299 運転資金として 1,748

  北海道:北洋/3154532 運転資金として 1,000

  宮城:七十七/611468 運転資金として 235,970

  宮城:仙台/5228413 運転資金として 2,738

  宮城：三井住友/7144847 運転資金として 20,509

  首都圏:三井住友/71753239 運転資金として 11,877

  首都圏:三菱東京UFJ/5204377 運転資金として 263,357

  首都圏:横浜/1123915 運転資金として 9,000

  山梨:山梨中央/1510377 運転資金として 193,731

  静岡:ｽﾙｶﾞ/1449211 運転資金として 160,540

  静岡:浜松信金/442325 運転資金として 47,874

  静岡:静岡/0029906 運転資金として 951,597

  静岡:清水/2502818 運転資金として 124,654

  静岡:磐田信金/510144 運転資金として 51,267

  長野:八十二/439463 運転資金として 182,551

  長野:長野/0386039 運転資金として 11,022

  長野:長野県信金/5024278 運転資金として 9,504

  長野:長野信金/0374259 運転資金として 8,891

  富山:北陸/1712440 運転資金として 159,579

  富山:富山第一/099499 運転資金として 1,110

  富山:富山/0366655 運転資金として 1,107

  富山:ゆちょ/13613901 運転資金として 7,839

  岐阜:十六/0858656 運転資金として 389,574

  岐阜:大垣共立/337785 運転資金として 685

  岐阜:岐阜信金/0179883 運転資金として 74,255

  愛知:三菱東京UFJ/243740 運転資金として 43,687

  愛知:三菱東京UFJ/1088961 運転資金として 169,363

  愛知:名古屋/194351 運転資金として 5,945

  愛知:岡崎信金/3205913 運転資金として 9,321

  愛知:豊田信金/9021361 運転資金として 7,443

  愛知:碧南信金/1512914 運転資金として 4,784

  愛知:西尾信金/76577 運転資金として 8,793

  愛知:蒲郡信金/2001818 運転資金として 7,792

  愛知:農協/0020636 運転資金として 15,995

  愛知:名古屋/378671 運転資金として 6,135

  関西:三井住友/430918 運転資金として 14,176

  関西:三菱東京UFJ/066334 運転資金として 7,916

  関西:りそな/2246081 運転資金として 80,210

  関西:泉州池田/0139249 運転資金として 168,663

  四国:百十四/020579 運転資金として 3,687

  四国:百十四/391676 運転資金として 2,971,197

  四国:百十四/019159 運転資金として 42,684

  四国:香川/1748803 運転資金として 125

財産目録
平成27年 3月31日現在

（単位:円）
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場所・物量等 使用目的等 金        額貸借対照表科目

  四国:阿波/901-659 運転資金として 574

  四国:四国/1166490 運転資金として 185

  四国:高知/0937061 運転資金として 364

  四国:徳島/6640811 運転資金として 481

  四国:中国/1227121 運転資金として 1

  四国:四国/332751 運転資金として 102

  西日本:西ｼﾃｨｰ/021007 運転資金として 585,057

  西日本:福岡/0430145 運転資金として 386,776

  広島:広島/3673554 運転資金として 68,770

  広島:もみじ/7219832 運転資金として 152,687

  愛媛:伊予/191-106 運転資金として 137,448

  愛媛:愛媛/808407 運転資金として 10,000

  愛媛:愛媛/184331 運転資金として 658,718

  振替貯金 632,444

  本部啓発:00100-6-482316東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 225,000

  本部海外:00100-8-386605東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 44,486

  本部子供:00140-4-654359東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 25,000

  中部セ:00860-4-111215名古屋貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 6,504

  北海道:02720-8-24215小樽貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 4,388

  首都圏:00180-7-757730東京貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 1,600

  静岡:00860-1-65815 運転資金として 93,696

      関西:00900-7-138752大阪貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 45,570

  富山:00790-5-55723金沢貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 974

  愛知:00800-7-46480名古屋貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 5,900

  四国:01600-8-17850徳島貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 19,870

      西日本:01790-1-35091福岡貯金事務ｾﾝﾀｰ 運転資金として 159,456

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 18,617,214

  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 10,338,674

  有価証券 大和証券新宿支店　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

104,317

前払費用 全労災掛け金　他 174,840

  貯蔵品 バッジ（226個) 会員配布・販売用の在庫分 118,650

仮払金 車両リサイクル税　5台分 ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ分　他　 43,880

366,310,497

　(固定資産)

基本財産

  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 798,094,090

オイスカハウス永福町減価償却引当資産 普通預金　三菱東京UFJ/永福町支店
資産取得資金（公益以外）として収益事業等の円
滑な推進に資するために保有している。

4,269,313

  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

134,773,256

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。運用益を同事業に使
用している

62,998,593

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

77,984,886

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

94,727,950

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・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

57,259,682

有価証券　野村證券虎ノ門支店 〃

  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

23,264,974

  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

129,439,115

有価証券　大和証券新宿支店 〃

  国際協力推進積立資産（旧基金） 普通預金・定期預金　三菱東京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

124,825,000

有価証券　大和証券新宿支店 〃

  建物 本部　他 873,244,873

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

33,392,525

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

8,348,131

　オイスカハウス永福町４Ｆ建物 本部（オイスカハウス）
2号財産であり、89％の割合を収益目的事業で、
11％の割合を管理部門で使用している

192,596,517

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

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 638,335,971

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 571,724

建物附属設備 90,100,471

電機設備工事　他（オイスカハウス） 本部(オイスカハウス）
2号財産であり、89％の割合を収益目的事業で11％
の割合を管理部門で使用している

81,224,470

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 118,243

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

1,101,683

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

7,656,075

   流動資産合計
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場所・物量等 使用目的等 金        額貸借対照表科目

  構築物 鉄骨鉄筋3F建物外溝工事　他 2,449,992

　囲障工事　一式　他（オイスカハウス） 本部（オイスカハウス）
2号財産であり、89％の割合を収益目的事業で、
11％の割合を管理部門で使用している

2,016,792

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

433,200

  車両運搬具 トヨタアルファ―ド（練馬301と4805）　他 11,083,920

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

3,864,303

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 7,219,612

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

4

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 給湯用ボイラー　他 10,093,216

　植栽工事　一式　他(オイスカハウス) 本部（オイスカハウス）
2号財産であり、89％の割合を収益目的事業で11％
の割合を管理部門で使用している

1,642,919

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 5,907,224

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 83,395

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 1,853,150

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

485,222

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

121,306

  土地 東京都杉並区　宅地145.70㎡　他 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
2号財産であり、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 電話施設　本部　3322-5161　他 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 770,396

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 990,917

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 公益法人会計V10withSQL　他 547,748

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

547,748

  保証金 コーポいずみ102号　他 1,810,902

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 120,000

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

2,748,549,688

3,114,860,185

　(流動負債)

  未払金 JANIC　他 社会保険料分　他 26,334,878

  前受金 外務省（NGO連携無償資金協力）他 平成26年度ﾐｬﾝﾏｰ農村開発受託事業収益返納分　他 142,877,236

  預り金 住友化学株式会社　他 ﾀｲ植林ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣経費分　他 5,391,125

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 4,940,900

180,190,139

　(固定負債)

長期借入金　 三菱東京UFJ銀行/永福町支店 オイスカハウス建設資金 40,000,000

  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 5,753,000

45,753,000

225,943,139

2,888,917,046

   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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