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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 0

預金 普通預金 運転資金として

三菱東京UFJ銀行　新宿支店 （日本協会） 9,096,518

三井住友銀行　新宿支店 （日本協会） 8,425

みずほ銀行　新宿中央支店 （日本協会） 1,604,490

りそな銀行　新宿支店 （日本協会） 1,788

預金合計 10,711,221

未収入金 2016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 13,040

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未収分 105,000

ＹＭ日本大会宿泊施設修理費等（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 498,212

未収入金合計 616,252

前払金 2018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

2018年度　60周年事業ポロシャツ製作（日本協会） 60周年事業ポロシャツ製作費用の前払分 495,000

2018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 6,000

前払金合計 681,000

仮払金   国際プログラム派遣（IPP）キャンセルに伴う参加費の仮払額（日本協会） 体験活動等事業に供する活動費の仮払分 36,262

本の出版事業に対する仮払額（日本協会） 本の出版事業に供する活動費の仮払分 632,708

派遣リーダー経費および派遣費用の仮払額 (関東支部） 体験活動等事業に供する支部活動費の仮払分 450,000

派遣リーダー経費および派遣費用の仮払額 (関西支部） 体験活動等事業に供するリーダー経費の仮払分 205,736

2018年度JAM実施に伴う会場予約金 （関西支部） 体験活動等事業に供する活動費の前払分 242,800

派遣リーダー経費に対する仮払額 （九州支部） 体験活動等事業に供するリーダー経費の仮払分 100,000

仮払金合計 1,667,506

13,675,979

(固定資産)

基本財産 投資有価証券 鹿島建設株式  1,102,500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 986,076,000

20%部分：運用益を管理費の財源として使用 246,519,000

20年国債 額面5千万円 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 40,960,000

20%部分：運用益を管理費の財源として使用 10,240,000

投資有価証券合計 1,283,795,000

基本財産合計 1,283,795,000

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 27,517,616

三菱東京UFJ銀行　飯田橋支店 （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 2,382,708

三菱東京UFJ銀行　飯田橋支店 （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 538,804

三菱東京UFJ銀行　飯田橋支店 （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 106,397

三菱東京UFJ銀行　飯田橋支店 （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リニューアル、参加者データベース制作に充当 1,700,000

三菱東京UFJ銀行　飯田橋支店 （日本協会）

支部準備積立資産 （関東支部）

振替貯金 国内の活動拠点である支部の活動に充当 15,580,304

ゆうちょ振替

関東支部合計 15,580,304

（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 21,648

三菱東京UFJ銀行　名古屋駅前支店

定期預金 国内の活動拠点である支部の活動に充当 5,073,040

三菱東京UFJ銀行　名古屋駅前支店

東海支部合計 5,094,688

(関西支部)

普通預金 国内の活動拠点である支部の活動に充当 5,600,840

三井住友銀行 大阪本店営業部

普通預金 国内の活動拠点である支部の活動に充当 1,262,579

三井住友銀行 大阪本店営業部

普通預金 国内の活動拠点である支部の活動に充当 215,465

三菱東京UFJ銀行 中之島支店

振替貯金 国内の活動拠点である支部の活動に充当 35,865

ゆうちょ振替

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 7,036,936

三菱東京UFJ銀行 中之島支店 3,239,033

関西支部合計 17,390,718

（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 29,977

定期預金 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 1,517,962

通常貯金 国内の活動拠点である支部の活動に充当

ゆうちょ銀行 1,104,234

九州支部合計 2,652,173

支部準備積立資産合計 40,717,883

流動資産合計

 財  産  目  録 

2017年9月30日現在

（単位：円）

貸借対照表科目 金        額
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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 2,664,901

振替貯金 引率費に充当

ゆうちょ振替 530,128

振替貯金 引率費に充当

ゆうちょ銀行 1,702,215

関東支部合計 4,897,244

（東海支部）

普通預金 引率費に充当 3,028,844

三菱東京UFJ銀行　名古屋駅前支店

東海支部合計 3,028,844

（関西支部）

普通預金 引率費に充当 1,075,276

三井住友銀行 大阪本店営業部

関西支部合計 1,075,276

（九州支部）

普通預金 引率費に充当 283,295

ゆうちょ銀行

九州支部合計 283,295

引率費引当資産合計 9,284,659

給与等引当資産 普通預金 従業員の給与等に充当 2,000,000

三菱東京UFJ銀行　飯田橋支店 （日本協会）

特定資産合計 84,248,067

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

2,750,360

1,370,793,427

1,384,469,406

（流動負債） 未払金 2017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 29,139

ホームページリニューアル制作費 体験活動等事業に供する支部活動費用の未払分 100,000

国際ワークショップ派遣およびプログラム参加費用  (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 1,182,420

支部活動費 (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 119,660

支部活動費およびＶＬ日本大会費用  (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 330,000

YM日本大会費用  (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 1,463,820

未払金合計 3,225,039

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 200,950

従業員より預かった健康保険料および厚生年金保険 83,277

預り金合計 284,227

仮受金 2018年度60周年記念式典・祝賀会参加費（日本協会） 60周年記念式典・祝賀会参加費の前払分 1,216,000

支部活動費 (関東支部） 体験活動等事業に供する支部活動費用の前払分 20,000

仮受金合計 1,236,000

前受金 2017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	 86,727

前受金合計 86,727

4,831,993

4,831,993

1,379,637,413

負債合計

正味財産

（単位：円）

貸借対照表科目 金        額

固定資産合計

資産合計

流動負債合計


