
      ゆうちょ・愛媛支部 70,014
  口座

      ゆうちょ・香川支部 95,323
  口座

      ゆうちょ・広島支部 42,038
  口座

      ゆうちょ・岡山支部 10,386
  口座

      ゆうちょ・関西支部 70,991
  口座

      ゆうちょ・東海支部 54,224
  口座

      ゆうちょ・静岡支部 48,834
  口座

      ゆうちょ・福井支部 370,765
  口座

      ゆうちょ・富山支部 76,767
  口座

      ゆうちょ・新潟支部 16,399
  口座

      ゆうちょ・長野支部 108,875
  口座

      ゆうちょ・関東支部 57,739
  口座

      ゆうちょ・福島支部 62,543
  口座

      ゆうちょ・宮城支部 12,786
  口座

      ゆうちょ・北海道支 117,321
  部口座

      みずほ信託銀行・本 206,724
  店5318009

      三井住友信託銀行・ 978,660
  本店3440052

      三井住友信託銀行・ 1,814,808
  芝営業部1034551

      三菱UFJ信託銀行・ 82,256
  本店4499603

      三菱UFJ信託銀行・ 458,634
  本店3153129

      百五銀行・本店8613 12,997,803
  68

      三菱東京UFJ銀行・ 8,365,805
  船場支店0025668

      三菱東京UFJ銀行・ 295,769
  船場支店0025642

      朝日信用金庫・豊島 534,083
  町支店0515277

      中央労働金庫・亀戸 27,612
  支店1391135

      三井住友銀行・浅草 2,079,667
  橋支店7198650

      三井住友銀行・浅草 2,465,368
  橋支店7228353

      りそな銀行・市ヶ谷 32,661
  支店1198445

      みずほ銀行・市ヶ谷 19,372
  支店1511352

      みずほ銀行・亀戸 91,636
  支店2439575

      みずほ銀行・亀戸支 3,974,597
  店8090960

      みずほ銀行・亀戸支 170,817
  店2396898

      三井住友銀行・麹町 15,033
  支店8482252

      三井住友銀行・飯田 1,940,716
  橋支店1220022

      三井住友銀行・飯田 328,863
  橋支店1216957

      りそな銀行・新橋支 633,631
  店1042506

      三菱東京UFJ銀行・ 6,905,628
  虎ノ門支店4537598

  新橋駅前支店532129
  5

  公務部71476
      三菱東京UFJ銀行・ 9,512

  25
      三井住友銀行・東京 1,768,825

      三菱東京UFJ銀行・ 364,232
  虎ノ門中央支店6303

      三井住友銀行・赤坂 9,553,097
  支店7081856

      みずほ銀行・新宿中 4,269,964
  央支店1081589

  ｺﾞｰﾙﾄﾞﾘﾎﾞﾝ基金
  普通預金 運転資金として 64,067,770

  ﾍﾟｱﾚﾝﾂ会計
      00170-3-706121 488,923

      00100-6-133527 951,347
      00130-3-179240 13,374,495

財産目録
平成28年 3月31日現在

（単位:円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

  預金 郵便振替貯金 運転資金として 14,939,564
      00190-5-102394 124,799

  (流動資産)
  現金 手元保管 運転資金として 794,799



  支店8090960

金 基金として管理している
      みずほ銀行・亀戸 1,791,276

の用に供している
  小児がん骨髄移植基 公益目的保有財産であり、小児がん骨髄移植 1,791,276

  （普通預金5318009）
  敷金 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 1,000,000

  店（普通預金3440052
      みずほ信託銀行・本店 9,551,050

  4499603）
      三井住友信託銀行・本 20,000,000

      三菱UFJ信託銀行 20,000,000
  ・本店（普通預金

  本店（定期預金09
  320083）

  金）
      みずほ信託銀行・ 25,448,950

      三井住友信託銀・ 25,000,000
  芝営業部（定期預

の用に供している
  別途積立金 将来の支出に備えた積立資産 100,000,000

の施設に使用している
  什器備品 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 1,760,724

の施設に使用している
  建物附属設備 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 6,183,805

の施設に使用している
  建物 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 1,088,678,130

  支店1949002
  土地 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 674,105,969

  130-3-179240）
      りそな銀行・秋葉原 39,332,612

  田橋支店
      郵便振替貯金（00 30,298,149

資産 として管理している
      三井住友銀行・飯 142,458,494

  40）
  がん遺児奨学金積立 公益目的保有財産であり、がん遺児奨学金 212,089,255

      ﾍﾟｱﾚﾝﾂﾊｳｽ（郵便 10,000,000
  振替00130-3-1792

  田橋支店（普通預
  金）指定

  金）
      三井住友銀行・飯 38,723,371

      三井住友銀行・飯 1,276,629
  田橋支店（普通預

  ペアレンツハウス運 公益目的保有財産であり、ペアレンツ運営の 50,000,000
営積立資産 財源として管理している

  振替00130-3-1792
  40）

  金）
      ﾍﾟｱﾚﾝﾂﾊｳｽ（郵便 70,751,075

      三井住友銀行・飯 45,752,925
  田橋支店（普通預

に係る施設の大規模修繕にそなえるための財
源として管理している

  金）
  修繕積立資産 特定費用準備資金であり、宿泊施設運営事業 116,504,000

      みずほ銀行・新宿 31,340,600
  中央支店（普通預

  島町支店（定期預
  金）

  退職給付引当資産 職員に対する退職金の支払に備えた積立資産 41,340,600
      朝日信用金庫・豊 10,000,000

  ）証書
    特定資産

      三菱UFJ信託銀行 50,000,000
  ・本店(定期預金

  ・本店（定期預金
  ）証書

  147306）
      三井住友信託銀行 110,000,000

      三菱UFJ信託銀・ 30,000,000
  本店（定期預金00

  本店（定期預金28
  002004）

事業の財源としている
      三菱UFJ信託銀・ 110,000,000

    基本財産
  定期預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 300,000,000

   流動資産合計 79,802,133
  (固定資産)

  座
      ゆうちょ・5969557 4

      ゆうちょ・関西支 118,211
  部特別募集寄付口

      ゆうちょ・九州北支 1,831,375
  部日韓口座

      三井住友銀行・浅草 100,085
  橋支店7311833

      ゆうちょ・沖縄支部 167,745
  口座

      ゆうちょ・鹿児島・ 4,771
  宮崎支部口座

      ゆうちょ・熊本支部 63,154
  口座

      ゆうちょ・九州西支 19,313
  部口座

      ゆうちょ・九州北支 68,739
  部口座

      ゆうちょ・高知支部 93,595
  口座



     負債合計 46,306,593
     正味財産 2,752,266,138

  退職給付引当金 職員に対する退職金の支払いに備えたもの 41,340,600
   固定負債合計 41,340,600

   流動負債合計 4,965,993
  (固定負債)

  預り金 源泉所得税等 656,793
  未払消費税等 確定消費税 309,200

  (流動負債)
  未払金 海外留学助成未払金 4,000,000

   固定資産合計 2,718,770,598
     資産合計 2,798,572,731

に供している
  ソフトウェア システム改修 管理目的の用に供している 719,950

  什器備品 パソコン等 管理目的の用に供している 72,001
  土地 品川区北品川5-549-6 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 6,908,347

  建物 品川区北品川5-459-6 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 2,136,701
に供している

事業の財源としている
    その他固定資産

  投資有価証券 外国公社債等 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 115,479,840


