
      ゆうちょ・九州北支 22,643
  部口座

      ゆうちょ・高知支部 27,914
  口座

      ゆうちょ・愛媛支部 497
  口座

      ゆうちょ・香川支部 6,589
  口座

      ゆうちょ・広島支部 41,756
  口座

      ゆうちょ・岡山支部 16,409
  口座

      ゆうちょ・関西支部 5,159
  口座

      ゆうちょ・東海支部 80,758
  口座

      ゆうちょ・静岡支部 12,591
  口座

      ゆうちょ・福井支部 154,396
  口座

      ゆうちょ・富山支部 45,107
  口座

      ゆうちょ・新潟支部 44,879
  口座

      ゆうちょ・長野支部 78,154
  口座

      ゆうちょ・関東支部 73,660
  口座

      ゆうちょ・福島支部 27,720
  口座

      ゆうちょ・宮城支部 2,262
  口座

      ゆうちょ・北海道支 131
  部口座

      みずほ信託銀行・本 145,386
  店5318009

      三井住友信託銀行・ 4,864
  本店3440052

      三井住友信託銀行・ 149,340
  芝営業部1034551

      三菱UFJ信託銀行・ 45,792
  本店4499603

      三菱UFJ信託銀行・ 32,045
  本店3153129

      百五銀行・本店8613 15,466,667
  68

      三菱東京UFJ銀行・ 327,409
  船場支店0025668

      三菱東京UFJ銀行・ 584,587
  船場支店0025642

      朝日信用金庫・豊島 529,708
  町支店0515277

      中央労働金庫・亀戸 27,771
  支店1391135

      三井住友銀行・浅草 509,443
  橋支店7198650

      三井住友銀行・浅草 141,504
  橋支店7228353

      りそな銀行・市ヶ谷 10,752
  支店1198445

      みずほ銀行・市ヶ谷 19,971
  支店1511352

      みずほ銀行・亀戸 278,160
  支店2439575

      みずほ銀行・亀戸支 4,873,035
  店8090960

      みずほ銀行・亀戸支 131,551
  店2396898

      三井住友銀行・麹町 23,000
  支店8482252

      三井住友銀行・飯田 1,836,101
  橋支店1220022

      三井住友銀行・飯田 43,007
  橋支店1216957

      りそな銀行・新橋支 328,360
  店1042506

      三菱東京UFJ銀行・ 1,584,159
  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・ 569

  25
      三井住友銀行・東京 549,684

      三菱東京UFJ銀行・ 316,478
  虎ノ門中央支店6303

      三井住友銀行・赤坂 4,706,239
  支店7081856

      みずほ銀行・新宿中 1,998,267
  央支店1081589

      ｺﾞｰﾙﾄﾞﾘﾎﾞﾝ基金 627,531
  普通預金 運転資金として 38,882,213

      のぞみ財団 1,054,253
      AFLACﾍﾟｱﾚﾝﾂﾊｳｽ 1,075,800

財産目録
平成26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 3,018,233
      がんの子供を守る会 260,649

  (流動資産)
  現金 手元保管 運転資金として 916,443



  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 2,337,195

の用に供している
    その他固定資産

  （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

  別途積立金 68%が公益目的保有財産であり、公益目的事 100,000,000
業及び管理目的の財源として管理している

  ソフトウェア 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 569,625
の用に供している

  什器備品 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 3,433,691
の用に供している

  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 10,720,767
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 1,141,877,478
の施設に使用している

  土地 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 674,105,969
の施設に使用している

      郵便振替貯金（00 12,865,648
  130-3-179240）

      三井住友銀行・飯 126,744,458
  田橋支店

  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 139,610,106
資産 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 10,000,000

      三井住友銀行・飯 27,000,000
  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 37,000,000
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 38,752,925
  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 109,504,000

      みずほ銀行・新宿 24,671,600
  中央支店（普通預

  島町支店（普通預
  金）

ている
      朝日信用金庫・豊 10,000,000

  退職給付引当資産 60%が公益目的保有財産であり、退職給 34,671,600
付引当金見合の引当資産として管理して

  ・本店3440052
    特定資産

  ・芝営業部1034551
      三井住友信託銀行 524,443

  ・本店4499603
      三井住友信託銀行 1,648,492

  ・本店3153129
      三菱UFJ信託銀行 18,505

事業に使用している
      三菱UFJ信託銀行 119,264

  ）証書
  普通預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 2,310,704

      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 42,816,889
  (固定資産)

  部特別募集寄付口
  座

  3401
      ゆうちょ・関西支 2

      ゆうちょ・鹿児島・ 112,319
  宮崎支部助成金2939

      三井住友銀行・浅草 3,177,142
  橋支店7311833

      ゆうちょ・沖縄支部 180,838
  口座

      ゆうちょ・鹿児島・ 4,358
  宮崎支部口座

      ゆうちょ・九州西支 103,080
  部口座



     正味財産 2,574,956,148

   固定負債合計 34,671,600
     負債合計 35,717,604

  (固定負債)
  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 34,671,600

  未払消費税等 確定消費税 322,200
   流動負債合計 1,046,004

  (流動負債)
  預り金 源泉所得税等 723,804

   固定資産合計 2,567,856,863
     資産合計 2,610,673,752

  長期前払費用 公益目的保有財産であり、宿泊施設運営事業 305,931
の用に供している

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 2,101,750

  什器備品 パソコン等 管理目的の用に供している 1,399,700
  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

に供している


