
場所・物量等 使用目的等 金        額

　(流動資産)

現金預金 208,544,542

  現金 手元保管 運転資金として 511,445

  預金 普通預金 193,204,224

  振替貯金 8,085,481

定期預金 6,743,392

  未収金 外務省　他 NGO事業補助金分　他 9,303,029

  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 30,459,978

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 9,968

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 9,141,923

  貯蔵品 バッジ（409個) 会員配布・販売用の在庫分 219,465

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　 133,804

未収消費税等 国税庁 消費税等 515,200

繰延税金資産 収益事業 0

258,327,909

　(固定資産)

   基本財産 6,000,000

  投資有価証券 野村證券本店
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 961,302,060

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

42,030,000

  
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

139,983,795

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

72,864,703

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

95,990,529

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

62,385,832

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

21,264,974

  
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

69,835,325

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

243,463,391

三菱UFJモルガン・スタンレー証券新宿支店　他 〃

国際協力活動推進基金 公益目的共通　遺贈建物、土地
法人の管理運営を含む公益目的事業全般の円滑な
推進に資するために使用している。

68,352,085

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

76,957,602

有価証券　大和証券新宿支店 〃

その他固定資産 1,508,574,069

  建物 本部建物　他 747,357,875

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

29,254,801

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

7,313,700

　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

156,187,194

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

19,304,035

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
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財産目録
平成31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 535,298,140

建物附属設備 電機設備工事　他 79,889,508

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

2,854,754

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

713,688

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

53,284,384

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

6,585,710

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 79,127

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

2,972,664

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

12,451,428

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

947,753

  構築物 鉄骨鉄筋3F建物外溝工事　他 3,172,586

　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

1,045,750

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

129,250

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

2

多目的広場舗装工事　一式 四国センター
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

1,997,584

  車両運搬具 トヨタアルファ―ド（練馬301と4805）　他 14,620,014

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

10,114,153

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 4,330,900

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 174,959

  什器備品 給湯用ボイラー　他 9,492,020

　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

736,008

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

90,967

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 7,073,751

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 1

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 716,159

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

700,107

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

175,027

  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 282,168
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場所・物量等 使用目的等 金        額貸借対照表科目

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

282,168

  保証金 不二乃ﾊｲﾂ101号　他 1,958,902

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 841,000

繰延税金資産 収益事業 3,351,714

2,475,876,129

2,734,204,038

　(流動負債)

短期借入金　 三菱UFJ銀行/烏山支店ほか 3か月短期融資資金 50,000,000

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

  未払金 厚生労働省　他 社会保険料分　他 20,483,514

  前受金 中部センター　他 平成31年度国際青年養成講座参加費分　他 49,761,790

  預り金 本部　他 保証金分　他 3,713,117

未払法人税等 東京都　他 住民税均等割り　 646,000

130,316,421

　(固定負債)

長期借入金　 三菱UFJ銀行/烏山支店 オイスカハウス建設資金 11,440,000

退職給付引当金　 法人会計　他 27,100,000

  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 8,162,000

46,702,000

177,018,421

2,557,185,617

(参考：負債及び正味財産合計) 2,734,204,038

     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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