
場所・物量等 使用目的等 金        額

　(流動資産)

現金預金 164,431,460

  現金 手元保管 運転資金として 687,739

  預金 普通預金 運転資金として 155,384,068

  振替貯金 運転資金として 1,116,261

定期預金 運転資金として 7,243,392

  未収金 外務省　他 NGO事業補助金分　他 7,093,476

  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 15,032,446

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 320,413

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 5,829,698

  貯蔵品 バッジ（425個) 会員配布・販売用の在庫分 227,925

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　 103,464

未収消費税等 国税庁 消費税等 148,700

繰延税金資産 収益事業 4,034,189

197,221,771

　(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 920,816,046

退職給付引当資産 普通預金　三菱東京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　三菱東京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

32,030,000

  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

139,965,468

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

65,173,824

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　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

79,149,703

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

110,990,529

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

62,617,232

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

22,264,974

  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

73,840,925

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

253,585,391

三菱UFJモルガン・スタンレー証券新宿支店　他 〃

60周年記念準備資産 普通預金　三菱東京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

〃

  国際協力推進積立資産（旧基金） 普通預金　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

78,198,000

有価証券　大和証券新宿支店 〃

その他固定資産 1,530,636,958

  建物 本部建物　他 778,259,020

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

30,289,231

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

7,572,308

　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

159,993,120

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

19,774,431

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 560,629,925

建物附属設備 電機設備工事　他 79,272,258

財産目録
平成30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        額貸借対照表科目

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

3,162,510

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

790,628

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

58,035,732

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

7,172,956

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 88,906

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

3,233,934

重清ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ内井水給水設備工事四国
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

1,030,967

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

5,756,625

  構築物 鉄骨鉄筋3F建物外溝工事　他 1,493,748

　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

1,233,049

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

152,399

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

108,300

  車両運搬具 トヨタアルファ―ド（練馬301と4805）　他 9,443,094

マイクロバスほか ４研修センター計42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

4,909,914

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 4,296,468

クラウンほか 本部2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

2

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 236,710

  什器備品 給湯用ボイラー　他 6,953,964

　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

865,081

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

106,920

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 4,192,294

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 6,415

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 746,706

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

829,238

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

207,310

  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 429,960

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

429,960

  保証金 コーポいずみ102号　他 1,862,902

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 1,117,902

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 745,000

繰延税金資産 収益事業 4,472,730
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場所・物量等 使用目的等 金        額貸借対照表科目

2,457,453,004

2,654,674,775

　(流動負債)

  未払金 厚生労働省　他 社会保険料分　他 16,047,377

  前受金 中部センター　他 平成28年度国際青年養成講座参加費分　他 18,780,136

  預り金 本部　他 保証金分　他 6,446,910

未払法人税等 東京都　他 住民税均等割り　 666,800

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

47,653,223

　(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 17,152,000

退職給付引当金　 法人会計　他 30,700,000

  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 7,870,000

55,722,000

103,375,223

2,551,299,552

(参考：負債及び正味財産合計) 2,654,674,775

     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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