
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　額

（流動資産）

現金預金

　現金 手許保管 運転資金として 1,027,046

　預金 普通預金

三井住友銀行東京公務部 募金受入及びユニセフ拠出積立預金と

して

4,467,849,697

三井住友銀行東京営業部 募金受入及び運転資金として 16,594,876

みずほ銀行中野支店 募金受入及び運転資金として 115,864,747

みずほ銀行六本木支店 募金受入及び運転資金として 331,240,968

三菱東京ＵＦＪ銀行東京公務部 募金受入及び運転資金として 23,016,143

三菱東京ＵＦＪ銀行六本木支店 募金受入及び運転資金として 4,166,970

三菱東京ＵＦＪ銀行虎ノ門支店 募金受入及び運転資金として 45,331,552

りそな銀行東京公務部 募金受入及び運転資金として 43,614,779

静岡銀行東京支店 募金受入及び運転資金として 2,238,208

東日本銀行本店 募金受入及び運転資金として 9,609,696

西日本シティ銀行東京支店 募金受入及び運転資金として 3,338,315

西日本シティ銀行福岡支店 募金受入及び運転資金として 8,212,302

中央労働金庫新宿支店 募金受入及び運転資金として 222,941

三井住友信託銀行芝営業部 募金受入及び運転資金として 11,980,384

三井住友信託銀行本店営業部 募金受入及び運転資金として 376,745

三菱ＵＦＪ信託銀行本店 募金受入及び運転資金として 43,318,762

楽天銀行タンゴ支店 募金受入及び運転資金として 54,112,212

楽天銀行マーチ支店 募金受入及び運転資金として 28,686,270

　郵便振替 ゆうちょ銀行高輪支店 募金受入及びユニセフ拠出積立預金と

して

1,009,719,109

現金預金計現金預金計現金預金計現金預金計 6,220,521,7226,220,521,7226,220,521,7226,220,521,722

未収金 グリーティングカード頒布協力

者

公益目的・グリーティングカード募金

収入の未収金

90,634,947

三井住友海上火災保険株式会社 中止となった海外旅行保険料の戻入 4,020

未収金計未収金計未収金計未収金計 90,638,96790,638,96790,638,96790,638,967

立替金 ダイナース データ伝送化費用 277,521

協力者 公益目的・グリーティングカード募金

事業のユニセフグッズ送料立替分

21,690,279

外国コイン募金実行委員会 外国コイン輸送料立替分 783,147

立替金計立替金計立替金計立替金計 22,750,94722,750,94722,750,94722,750,947

仮払金 ハンドインハンド諸経費未精算分 65,959

三井住友海上保険 公益目的・啓発宣伝事業の海外視察の

海外旅行保険基本保険料

60,000

宮城・岩手拠点 公益目的・東日本大震災緊急支援事業

の宮城・岩手拠点活動費

197,692

各協定地域組織 公益目的・啓発宣伝地域普及事業の各

地域組織活動費仮払い

814,388

仮払金計仮払金計仮払金計仮払金計 1,138,0391,138,0391,138,0391,138,039

前払金 佐川急便株式会社 公益目的・ユニセフグッズ用保管倉庫

料1月分

1,638,000

トップツアー株式会社 ミャンマースタディーツアー航空券代 1,065,540

前払金計前払金計前払金計前払金計 2,703,5402,703,5402,703,5402,703,540

預け金 ユニセフ ユニセフとの共同事業に係る経費の事

前送金分

131,727,809131,727,809131,727,809131,727,809

流動資産合計
6,469,481,0246,469,481,0246,469,481,0246,469,481,024

貸借対照表科目

財産目録

（平成２４年１２月３１日現在）



場所・物量等 使用目的等 金　額貸借対照表科目

（固定資産）　

基本財産 土地 東京都港区高輪四丁目6番12号

　1,311.14平米

公益目的保有財産であり、開発途上国

の事業の状況及びユニセフの活動の展

示並びに学習室を備えた建物用地のう

ち、公益目的事業として使用する98.6%

1,120,971,327

東京都港区高輪四丁目6番12号

　1,311.14平米

開発途上国の事業の状況及びユニセフ

の活動の展示並びに学習室を備えた建

物用地のうち、法人会計として使用す

る1.4%

15,916,429

土地計土地計土地計土地計 1,136,887,7561,136,887,7561,136,887,7561,136,887,756

建物 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ５階建て 公益目的保有財産であり、開発途上国

の事業の状況及びユニセフの活動の展

示並びに学習室として使用するものの

うち、公益目的事業として使用する

98.6%

587,459,949

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ５階建て 開発途上国の事業の状況及びユニセフ

の活動の展示並びに学習室として使用

するもののうち、法人会計として使用

する1.4%

8,341,216

建物計建物計建物計建物計 595,801,165595,801,165595,801,165595,801,165

建物減価償却

引当資産

普通預金

三井住友銀行東京公務部

現在保有している開発途上国の児童の

現状を体験できる展示・学習施設の減

価償却累計額見合として管理している

引当資産のうち、公益目的事業として

使用する98.6%

177,129,807

普通預金

三井住友銀行東京公務部

現在保有している開発途上国の児童の

現状を体験できる展示・学習施設の減

価償却累計額見合として管理している

引当金のうち、法人会計として使用す

る1.4%

2,515,028

建物減価償却引当資産計建物減価償却引当資産計建物減価償却引当資産計建物減価償却引当資産計 179,644,835179,644,835179,644,835179,644,835

基本財産引当

資産

定期預金

三井住友銀行東京公務部

基本財産として預金している 301,529,000

定期預金

みずほ銀行中野支店

基本財産として預金している 1,150,000,000

基本財産引当資産計基本財産引当資産計基本財産引当資産計基本財産引当資産計 1,451,529,0001,451,529,0001,451,529,0001,451,529,000

基本財産合計基本財産合計基本財産合計基本財産合計 3,363,862,7563,363,862,7563,363,862,7563,363,862,756

特定資産 臨時拠出積立

資産

普通預金

三井住友銀行東京公務部

ユニセフから自然災害等の緊急支援要

請を受けた際に拠出する資金として積

み立てている

611,563,069611,563,069611,563,069611,563,069

退職給付引当

資産

普通預金

三井住友銀行東京公務部

職員の退職給付引当金見合の引当資産

として管理している

159,584,385

定期預金

みずほ銀行中野支店

同上 100,000,000

退職給付引当資産計退職給付引当資産計退職給付引当資産計退職給付引当資産計 259,584,385259,584,385259,584,385259,584,385

什器備品等減

価償却引当資

産

普通預金

三井住友銀行東京公務部

構築物及び什器備品の減価償却累計額

見合の積立資産として管理している

362,619,564

定期預金

みずほ銀行中野支店

同上 200,000,000

什器備品等減価償却引当資産計什器備品等減価償却引当資産計什器備品等減価償却引当資産計什器備品等減価償却引当資産計 562,619,564562,619,564562,619,564562,619,564

会館修繕積立

資産

普通預金

三井住友銀行東京公務部

会館修繕計画に基づく修繕積立資産と

して管理している

60,000,00060,000,00060,000,00060,000,000

特定資産合計特定資産合計特定資産合計特定資産合計 1,493,767,0181,493,767,0181,493,767,0181,493,767,018

その他固定資産 建物附属設備 東京都港区高輪四丁目6番12号 展示物、電源設備、衛生設備ほか 58,712,95358,712,95358,712,95358,712,953

構築物 東京都港区高輪四丁目6番12号 駐車場ほか 1,0001,0001,0001,000

車両運搬具 東京都港区高輪四丁目6番12号

3台

催事の資料運搬などに2台、東日本大震

災緊急支援宮城拠点で1台使用している

732,456732,456732,456732,456

什器備品 東京都港区高輪四丁目6番12号 サーバー、コンピューター、棚、机、

椅子ほか

85,605,47885,605,47885,605,47885,605,478

ソフトウエア 東京都港区高輪四丁目6番12号

サーバー内

協力者の管理・サービスのために使用

している

44,815,04244,815,04244,815,04244,815,042

敷金保証金 ゆうちょ銀行高輪支店 後納料金保証金 1,650,000

(有)中央不動産 東日本大震災岩手拠点事務所敷金 140,000



場所・物量等 使用目的等 金　額貸借対照表科目

ＮＴＴドコモ 携帯電話預託金 100,000

松栄不動産㈱ 東日本大震災宮城拠点事務所敷金 109,000

菊平ビルディング 東日本大震災宮城拠点事務所敷金 80,000

㈱エイブル 東日本大震災宮城拠点滞在施設敷金 260,000

㈱アート不動産 東日本大震災宮城拠点事務所敷金 220,000

敷金保証金計敷金保証金計敷金保証金計敷金保証金計 2,559,0002,559,0002,559,0002,559,000

そのそのそのその他固定資産合計他固定資産合計他固定資産合計他固定資産合計 192,425,929192,425,929192,425,929192,425,929

固定資産合計
5,050,055,7035,050,055,7035,050,055,7035,050,055,703

資産合計
11,519,536,72711,519,536,72711,519,536,72711,519,536,727

（流動負債）

未払金　本部

拠出金

ユニセフ 本部拠出金 4,847,622,1504,847,622,1504,847,622,1504,847,622,150

未払金　広

報・一般募金

活動経費

取引先業者ほか 保育園再建費用、広告費、領収書発

行・送付費用ほか

393,203,815393,203,815393,203,815393,203,815

仮受金 当協会募金口座に誤って送金されたも

の

1,839,900

当協会ｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ募金口座にｸﾞﾘｰﾃｨ

ﾝｸﾞｶｰﾄﾞの申込をされずに送金されたも

の

20,300

当協会ｸﾞﾘｰﾃｨﾝｸﾞｶｰﾄﾞ募金口座にｸﾞﾘｰﾃｨ

ﾝｸﾞｶｰﾄﾞなどの申込額を超えて送金され

たもの

112,250

ユニセフ ユニセフとの共同事業のユニセフ負担

分

1,550,260

仮受金計仮受金計仮受金計仮受金計 3,522,7103,522,7103,522,7103,522,710

預り金 役職員からの預り額 12月分社会保険料 11,621,141

12月分住民税 1,203,900

12月分所得税 221,404

預預預預りりりり金計金計金計金計 13,046,44513,046,44513,046,44513,046,445

賞与引当金 職員に対するもの 職員の賞与支給見込み額のうち当期に

帰属するもの

5,005,7805,005,7805,005,7805,005,780

流動負債合計
5,262,400,9005,262,400,9005,262,400,9005,262,400,900

（固定負債）

退職給付引当

金

職員に対するもの 職員に対する退職金の支払に備えたも

の

259,584,385259,584,385259,584,385259,584,385

固定負債合計
259,584,385259,584,385259,584,385259,584,385

　負債合計
5,521,985,2855,521,985,2855,521,985,2855,521,985,285

　正味財産
5,997,551,4425,997,551,4425,997,551,4425,997,551,442


