
場所・物量等 使用目的等

(流動資産) 現金 手元金 運転資金として 7,559

預金 普通預金 運転資金として

三菱UFJ銀行　新宿支店 （日本協会） 8,814,225

三井住友銀行　新宿支店 （日本協会） 120,282

みずほ銀行　新宿中央支店 （日本協会） 183,096

りそな銀行　新宿支店 （日本協会） 276,366

預金合計 9,401,528

未収入金 2018年度　日帰り行事確定保険料　(日本協会） 体験活動等事業に供する保険料返金額の未収分 11,280

支部活動費用 （九州支部） 体験活動等事業に供する保険料返金額の未収分 328,212

未収入金合計 339,492

立替金 派遣および支部活動費用 （九州支部） 体験活動等事業に供する派遣および支部活動費用の立替分 215,650

立替金合計 215,650

前払金 2020年度　国内宿泊および日帰り行事　暫定保険料（日本協会） 体験活動等事業に供する保険料の前払分 180,000

2020年度　支部活動費用 （東海支部） 体験活動等事業に供する支部活動費の前払分 235,062

前払金合計 415,062

仮払金   国際プログラム参加費（日本協会） 体験活動等事業に供する活動費の仮払分 207,156

派遣および支部活動費用(関東支部） 体験活動等事業に供する派遣および支部活動費用の仮払分 178,913

派遣および支部活動費用 (東海支部） 体験活動等事業に供する派遣および支部活動費用の仮払分 207,156

派遣および支部活動費用 （関西支部） 体験活動等事業に供する派遣および支部活動費用の仮払分 488,205

派遣および支部活動費用 （九州支部） 体験活動等事業に供する派遣および支部活動費用の仮払分 280,000

仮払金合計 1,361,430

11,733,162

(固定資産)

基本財産 投資有価証券 鹿島建設株式  551,250株 80%部分：公益目的保有財産であり、運用益を体験活動等事業の財源として使用 1,249,794,000

20%部分：運用益を管理費の財源として使用 312,448,500

定期預金 50,000,000円 50,000,000

基本財産合計 1,612,242,500

特定資産 大会開催等積立資産 普通預金 日本大会等のプログラム開催および国内外の人材育成等活動参加に充当 49,476,169

三菱UFJ銀行　新宿支店 （日本協会）

法人運営積立預金 普通預金 法人運営に関する費用に充当 12,804,500

三菱UFJ銀行　新宿支店 （日本協会）

５０周年特別教育積立資産 普通預金 ＣＩＳＶ活動を通じて行う教育を目的とした特別プロジェクトに充当 2,194,687

三菱UFJ銀行　新宿支店 （日本協会）

被災地支援プロジェクト準備預金 普通預金 被災地支援プロジェクトに充当 243,413

三菱UFJ銀行　新宿支店 （日本協会）

ジュニア部会積立資産 普通預金 ジュニア部会活動費に充当 221,251

三菱UFJ銀行　新宿支店 （日本協会）

電子メディア積立資産 普通預金 日本協会および支部のホームページ、参加者データベース関連に充当 1,000,000

三菱UFJ銀行　新宿支店 （日本協会）

支部準備積立資産 （関東支部）

ゆうちょ銀行　通常貯金 国内の活動拠点である支部の活動に充当 960,151

ゆうちょ銀行　振替口座 11,315,804

みずほ銀行　飯田橋支店 703,268

関東支部合計 12,979,223

（東海支部）

普通預金 国内の活動拠点である支部の活動に充当

三菱UFJ銀行　名古屋駅前支店 1,403,458

東海支部合計 1,403,458

(関西支部)

ゆうちょ銀行　振替口座 国内の活動拠点である支部の活動に充当 296,545

普通預金

三菱UFJ銀行 中之島支店 212,338

三井住友銀行 大阪本店営業部 8,034,618

定期預金 国内の活動拠点である支部の活動に充当

三井住友銀行 大阪本店営業部 7,038,361

三菱UFJ銀行 中之島支店 3,239,679

関西支部合計 18,821,541

（九州支部）

普通預金 国内の活動拠点である支部の活動に充当

西日本シティ銀行 長住支店 710,878

通常貯金 国内の活動拠点である支部の活動に充当

福岡港郵便局 1,555,233

九州支部合計 2,266,111

支部準備積立資産合計 35,470,333

流動資産合計
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場所・物量等 使用目的等

引率費引当資産 （関東支部）

普通預金 引率費に充当

みずほ銀行　飯田橋支店 3,819,256

関東支部合計 3,819,256

（東海支部）

普通預金 引率費に充当

三菱UFJ銀行　名古屋駅前支店 1,777,543

東海支部合計 1,777,543

（関西支部）

普通預金 引率費に充当

三井住友銀行 大阪本店営業部 2,292,608

関西支部合計 2,292,608

（九州支部）

普通預金 引率費に充当

西日本シティ銀行 港町支店 238,337

通常貯金 引率費に充当

福岡港郵便局 369,599

九州支部合計 607,936

引率費引当資産合計 8,497,343

特定資産合計 109,907,696

その他固定資産 敷金 飯田橋ハイタウンビル借室保証金 法人の管理運営に用いている借室の保証金 2,000,000

鈴木ビル借室保証金 法人の管理運営に用いている借室の保証金 600,000

大阪国際交流センター借室保証金 法人の管理運営に用いている借室の保証金 150,360

敷金合計 2,750,360

その他固定資産合計 2,750,360

112,658,056

1,736,633,718

（流動負債） 未払金 本の出版制作費（日本協会） 本の出版事業に関する未払分 2,194,687

IJBC参加費（日本協会） IJBC派遣時に参加費の未払分 60,762

2019年度　宿泊行事保険料 (日本協会） 体験活動等事業に供する国内宿泊保険料の未払分 30,792

支部活動費用 （関東支部） 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 180,971

支部活動費用 （東海支部） 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 246,045

支部活動費用 （関西支部） 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 670,674

支部活動費用 （九州支部） 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 170,260

未払金合計 3,554,191

預り金 従業員より預かったもの 従業員より預かった源泉所得税 219,830

支部活動費 (九州支部） 体験活動等事業に供する支部活動費用の預り分 20,000

預り金合計 239,830

仮受金 国際プログラム参加費（日本協会） 体験活動等事業に供する活動費の仮受分 207,156

支部活動費 (九州支部） 体験活動等事業に供する支部活動費用の仮受分 2,538

仮受金合計 209,694

前受金 2019年度プログラム参加者からのAPR基金 体験活動等事業に供するAPR基金の前受分 96,052

前受金合計 96,052

4,099,767

4,099,767

1,732,533,951

負債合計

正味財産

（単位：円）
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固定資産合計

資産合計

流動負債合計
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