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Ⅰ．事　業　概　況

平成２３年３月３１日付で公益財団法人への移行登記を行ったため、平成２６年４月１日から

平成２７年３月３１日まで（以下、当年度という）の５期目の当年度が、公益財団法人としては

実質的に、４年目の事業年度である。

当年度は、事業計画に従い、セミナー事業、助成事業、環境事業の各事業を行うとともに、

公益法人関連法令等を遵守して、事業活動を実施した。

１．セミナー事業

以下の通り、ビジネス・セミナーを４回開催し、我が国中堅・中小企業のアジア展開に資するような

情報提供や提言を行うと共に、環境シンポジウムを１回開催し、経済の持続的な発展と環境は、

車の両輪であることの提言や、助成者代表からの事業報告を行った。（総出席者８５９名）

（１）変貌するアジアのビジネス環境（出席者２００名）

　　　平成２６年５月２６日　於：シティプラザ大阪

　　　第１部　日本企業のチャンスとリスク

　　　　講師：ジェトロ海外調査部アジア大洋州課長　若松　勇　氏

　　　第２部　コマツのモノづくり

　　　　講師：コマツ　代表取締役会長　野路　國夫　氏

（２）成長著しいインドの課題と展望（出席者１７５名）

　　　平成２６年９月２５日　於：大阪商工会議所　国際会議ホール

　　　第１部　エーザイのインド戦略～この１０年を振り返って～

　　 講師：エーザイ株式会社　代表執行役　土屋　裕　氏

　　　第２部　日印パートナーシップの更なる深化に向けて

　　　　講師：駐日インド大使　ディーパ・ゴパラン・ワドワ　閣下

　　　　　　　在大阪・神戸インド総領事　アシーム・マハジャン　氏

（３）２０１５年新春セミナー（出席者２００名）

　　　世界の成長センター・アジア～その成長をどう取り込むのか～

　　　平成２７年１月８日　於：りそな銀行　地下１階講堂

　　　第１部　アジアＮｏ．１のスーパー・リージョナル・リテーラーヘ

　　　　　　　～地域に根ざし顧客満足業を成し遂げるために～

　　　　講師：イオン株式会社　執行役　中国事業最高経営責任者　羽生　有希　氏

　　　第２部　躍進するアジア（中国）と日本経済のこれから

　　　　　　　～変貌を遂げる巨大市場・中国とどう向き合うのか～

　　　　講師：前中華人民共和国駐箚特命全権大使　丹羽　宇一郎　氏　

（４）新興アジアへの飛翔（出席者１５５名）

　　　平成２７年３月５日　於：シティプラザ大阪

　　　第１部　日本企業のグローバル戦略Version2.0

　　　　　　　～新興アジアなくして日本経済の復活なし～

　　　　講師：タイ王国政府政策顧問　松島　大輔　氏

　　　第２部　ミクニのアジア戦略　これまでとこれから

　　　　講師：株式会社ミクニ　代表取締役社長　生田　久貴　氏
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（５）環境シンポジウム（出席者１２９名）

　  　アジアの水と経済、地球の未来

　　　「生命（いのち）の水」ビジネスを考える

　　　平成２６年１１月１１日　於：大阪商工会議所　国際会議ホール　

　　　講演（１）家庭・企業・政府に求められる水リスク管理

　　　　講師：東京大学生産技術研究所人間・社会系部門　教授　沖　大幹　氏

　　　講演（２）水の恵みと水の災い

　　　　講師：びわこ成蹊スポーツ大学　学長　嘉田　由紀子　氏

　　　講演（３）日本の水技術によるアジアへの貢献

　　 　 講師：日本水フォーラム　事務局長　竹村　公太郎　氏

　　　講演（４）私たちの生命を支える“水”大切にしてる？

　 　講師：作家、タレント　遙　洋子　氏

　　　事例報告（１）インドネシア熱帯泥炭域（中央カリマンタン州パランカラヤ地域）の

　　　　　　　　　　森林と水環境の保全のための活動支援

　　　　報告者：大阪工業大学工学部環境工学科　教授　駒井　幸雄　氏

　　　事例報告（２）モンゴル国オブルハンガイ県オンギ川流域における柳林保護

　　　　　　　　　　および越冬用飼料（草）の栽培に関する活動協力

　　　　報告者：大阪大学グローバルコラボレーションセンター　特任准教授　

　　　　　　　　思　沁夫（すちんふ）氏

　　　パネルディスカッション：水は地球をめぐる、そして人をめぐる、生命の輝き

　　　　　　　～１０年後の未来へ。持続可能な発展のその可能性を考える～

　　　　コーディネーター：総合地球環境学研究所教授（財団選考委員長）　阿部　健一　氏

　　　　パネリスト：沖　氏、嘉田　氏、竹村　氏、遙　氏

２．助成事業

当年度は、次の３分野について公募による助成事業を行った。

・調査研究助成

・国際交流活動助成

・啓発・広報活動助成

当年度の助成額は、計20件15,000千円であり、各分野の内訳は次の通りである。

（１）調査研究助成

　　　我が国とアジア・オセアニア諸国との間の国際交流及び政治、経済、文化、歴史等に

　　　関する調査研究並びにこれ等の活動を行う者に対する助成で、公募を経て平成２６年１月

　　　開催の理事会において、平成２６年度前期案件として5件3,290千円の助成を決定した。

　　　　又、平成２６年度の公募により78件の応募があり、当財団選考委員会の選考を経て

　　　平成２７年３月開催の理事会において、平成２６年度後期案件として12件8,010千円、

　　　平成２７年度前期案件として4件2,780千円の助成を決定した。

（２）国際交流活動助成

　　　我が国とアジア・オセアニア諸国との間の各種交流の推進と国際会議、シンポジウム、

　　　セミナー、講演会等の開催並びにこれ等の活動を行う者に対する助成で、公募により14件の

　　　　　応募があり、当財団選考委員会の選考を経て、平成２７年３月開催の理事会において、

　　　平成２６年度後期案件として、2件2,500千円の助成を決定した。
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（３）啓発・広報活動助成

　　　　　我が国とアジア・オセアニア諸国との各種国際交流事業に関する啓発及び広報に関する

　　　活動を行う者に対する助成で、公募により9件の応募があり、当財団選考委員会の選考を

　　　経て、平成２７年３月開催の理事会において、平成２６年度後期案件として、1件1,200千円

　　　の助成を決定した。

３．環境事業

平成２３年度よりスタートした事業で、アジア・オセアニア諸国における自然環境の保護及び整備を

目的とする支援事業で、公募により12件の応募があり、当財団選考委員会の選考を経て

平成２７年３月開催の理事会において、平成２６年度後期案件として10件9,490千円の支援を決定した。

Ⅱ.庶務事項

１．理事会

（１）平成２６年度第１回理事会

　　開催日　：　平成２６年５月２９日　於：りそな銀行大阪本社ビル

　議　案　：　１．平成２５年度計算書類・事業報告の承認の件

　　　　　　　２．資金運用規程改訂の件

　　　　　　　３．定時評議員会招集決定の件

　報告事項：　１．代表理事・業務執行理事の職務遂行状況の報告

　　　　　　　２．特定資産の平成２６年度運用状況の報告

　以上、第１号議案から第３号議案まで可決承認された。

（２）平成２６年度第２回理事会

　開催日　：　平成２７年３月４日　於：りそな銀行大阪本社ビル

　議　案　：　１．平成２６年度（後期）助成事業案件選考の件

　　　　　　　２．平成２６年度（後期）環境事業案件選考の件

　　　　　　　３．平成２７年度事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを

　　　　　　　　　記載した書類につき承認を求める件

　　　　　　　４．平成２７年度（前期）助成事業案件選考の件

　　　　　　　５．助成事業選考委員、環境事業選考委員の選任の件

　　　　　　　６．助成事業選考委員会規程の見直し、講師謝金内規制定の件

　報告事項：　１．代表理事・業務執行理事の職務遂行状況の報告

　　　　　　　２．特定資産の平成２６年度運用状況の報告

　以上、第１号議案から第６号議案まで可決承認された。

（３）（決議省略）理事会（平成２６年６月２３日）

　議　案　：　１．代表理事及び業務執行理事の選定の件

　代表理事が、上記議案を提案し、理事全員から書面により同意の意思表示を得、監事全員から

　書面により異議がない旨の意思表示を得たので、第１号議案を可決承認する旨の理事会決議が

　 　あったものとみなされた。
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２．評議員会

（１）平成２６年度定時評議員会

　開催日　：　平成２６年６月２３日　於：シェラトン都ホテル東京

　議　案　：　１．平成２５年度計算書類・事業報告の承認の件

　　　　　　　　　（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

　　　　　　　２．評議員５名、理事６名、監事２名選任の件

　　　　　　　３．法人会計から公益目的事業会計への１０百万円振替の承認の件

　　　　　　　４．資金運用規程改訂の承認の件

　報告事項：　１．平成２５年度第２回理事会の決議内容について

　　　　　　　２．平成２６年度第１回理事会の決議内容について

　　　　　　　３．各事業の進捗状況について

　以上、第１号議案から第４号議案まで可決承認された。

３．選考委員会

（１）第５回助成事業選考委員会

　開催日　：　平成２６年１２月１９日　於：シェラトン都ホテル東京

　議　案　：　１．助成案件選考の件（平成２６年度（後期）及び平成２７年度（前期）

　　　　　　　２．平成２７年度事業計画について

　以上、第１号案件にて助成案件が選考され、第２号議案は可決承認された。

（２）第５回環境事業選考委員会

　開催日　：　平成２６年１２月１１日　於：りそな銀行大阪本社ビル

　議　案　：　１．支援案件選考の件

　　　　　　　２．平成２７年度事業計画について

　以上、第１号議案にて支援案件が選考され、第２号議案は可決承認された。

４．評議員・役員等の異動

　（１）平成２６年度定時評議員会において、評議員の任期満了に伴う改選を行い、次の通り

　　　　選任された。

　　　（任期は、平成２６年６月２３日から平成３０年６月定時評議員会の終結の時まで）

　　　　東　和浩（新任）　　　　　　　長堀　守弘（重任）

　　　　小林　幸雄（重任）　　　　　　野村　明雄（重任）

　　　　津田　和明（重任）
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　（２）平成２６年度定時評議員会において、理事・監事の任期満了に伴う改選を行い、

　　　　次の通り選任された。

　　　（任期は、理事　平成２６年６月２３日から平成２８年６月定時評議員会の終結の時まで

　　　　　　　　監事　平成２６年６月２３日から平成３０年６月定時評議員会の終結の時まで）

　　　　【理事】

　　　　廣冨　靖以（重任）　　　　　　竹内　定夫（重任）　　　　立本　成文（重任）

　　　　廣常　啓一（重任）　　　　　　鷲尾　友春（重任）　　　　仁井　裕幸（重任）

　　　　【監事】

　　　　川﨑　清隆（新任）　　　　　　小田原　岸夫（重任）

　　（３）（決議省略）理事会（平成２６年６月２３日）において、次の通り、代表理事、

　　　　業務執行理事を選定した。

　　　（任期は、平成２６年６月２３日から平成２８年６月定時評議員会の終結の時まで）

　　　　代表理事（理事長）　　　　　　廣冨　靖以（重任）

　　　　業務執行理事（専務理事）　　　仁井　裕幸（重任）

　　（４）平成２６年度第２回理事会において、助成事業及び環境事業選考委員会委員の

　　　　任期満了に伴う改選を行い、次の通り選任された。

　　　（任期は、平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日まで）

　　　　【助成事業選考委員】

　　　　須藤　健一（重任）　　　　　　末廣　昭（重任）　　　　　高木　誠一郎（重任）

　　　　弘末　雅士（重任）　　　　　　福嶋　輝彦（重任）　　　　広瀬　崇子（重任）

　　　　【環境事業選考委員】

　　　　阿部　健一（重任）　　　　　　池　道彦（重任）　

　　　　印東　道子（重任）　　　　　　八丁　信正（重任）

５．登記・届出事項

（１）登記事項

　　平成２６年６月２５日　評議員、役員の改選等に伴う登記を行った。

（２）内閣府への届出等

　　平成２６年６月２７日　事業報告等の提出を行った。

　　平成２６年７月  ８日　評議員、役員の改選等に伴う変更届出書の提出を行った。

　　平成２７年３月２４日　平成２７年度事業計画書等の提出を行った。

　　尚、平成２６年１０月２１日に、公益財団法人に移行後初めての内閣府立入検査を受け、

　　特段の問題なく終了した。
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６．その他

（１）助成者の活動の成果をコンパクトに公表すべく、今年度の報告分より、ホームページに

　　　掲載する事にした。助成事業の助成者は、「活動の概要と研究成果」というタイトルで、

　　　８００字程度にまとめたレポートを掲載することにした。環境事業の助成者は、活動の

　　　内容を写真等も入れ、分かりやすくまとめたレポートを掲載することにした。

（２）助成事業、環境事業の応募要項の広報活動について、従来のホームページへの掲載に

　　　加え、主要大学約１７０校に対し、社会連携部等の大学と社会との連携窓口に

　　　応募要項を送付すると共に、大学ホームページへの掲載、教授等関係者へのメール配信

　　　を依頼した。特に、助成事業においては、応募件数が、この３年間でみても、６６件、

　　　９１件、１０７件と大幅な増加傾向にある。

（３）セミナー事業に関連して、現地の状況を確認するため、７月には台湾、９月には関経連

　　　のミッションに参加する形で、フィリピンを訪問し、工場見学や、政府関係者との面談

　　　等を行った。又、環境事業では、ボルネオのパランカラヤでの環境教育が、バタフライ

　　　効果を生み、大学敷地内に、グリーン・キャンパス・プログラムとして植樹を行う事業

　　　に発展しており、パランカラヤ大学、パランカラヤ第２中学で開催された環境教育の

　　　シンポジウムに参加し、事業の現場に入り、モデルケースとしての成果を確認した。
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≪ビジネス・セミナー≫

開催日

時間

場所

テーマ

第１部
テーマ・講師

第２部
テーマ・講師

申込者数

出席者数

ｱﾝｹｰﾄ回答枚数

　製造業 36.51% 　製造業 45.05% 　製造業 35.07% 　製造業 36.00%

　サービス 14.29% 　商社・貿易 12.61% 　商社・貿易 12.69% 　商社・貿易 16.00%

　商社・貿易 10.32% 　金融 9.01% 　サービス 11.19% 　サービス 9.00%

　個人 6.35% 　サービス 6.31% 　金融 6.72% 　流通・小売 5.00%

　調査・コンサルタント 6.35% 　個人 6.31% 　個人 6.72% 　調査・コンサルタント 4.00%

　団体 5.56% 　調査・コンサルタント 3.60% 　調査・コンサルタント 5.22% 　物流 4.00%

　金融 5.56% 　団体 2.70% 　物流 3.73% 　個人 4.00%

　流通・小売 3.97% 　情報・通信関連 2.70% 　団体 2.24% 　建設 3.00%

　省庁・自治体 3.17% 　省庁・自治体 1.80% 　情報・通信関連 2.24%   不動産 3.00%

　建設 1.59% 　建設 1.80% 　省庁・自治体 2.24% 　金融 3.00%

　情報・通信関連 1.59% 　流通・小売 0.90% 　建設 1.49% 　団体 2.00%

　物流 0.79% 　物流 0.90% 　流通・小売 1.49% 　省庁・自治体 2.00%

　その他 3.97% 　その他 6.31% 　その他 8.96% 　情報・通信関連 1.00%

　その他 8.00%

非常に役に立った

役に立った

あまり役に立たなかった

役に立たなかった

セミナーに対する
主な意見

要望、意見

　　　　　　　　　　　　　　　　セミナー事業実施一覧表（平成２６年度）

第１回 第２回 第３回 第４回

２０１４年５月２６日（月） ２０１４年９月２５日(木） ２０１５年１月８日（水） ２０１５年３月５日（木）

変貌するアジアのビジネス環境 成長著しいインドの課題と展望
世界の成長センター・アジア

～その成長をどう取り込むのか～
新興アジアへの飛翔

「日本企業のチャンスとリスク」
ジェトロ　海外調査部アジア大洋州課長

若松　勇　氏

「エーザイのインド戦略～この１０年を振り返って～」
エーザイ株式会社

 代表執行役　ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾊﾞﾘｭｰ＆ｱｸｾｽ医療政策担当
土屋　裕　氏

「アジアNo.1のスーパー・リージョナル・リテーラーへ
～地域に根ざし顧客満足業を成し遂げるために～」
イオン株式会社　執行役　中国事業最高経営責任者

羽生　有希　氏

「日本企業のグローバル戦略Version2.0
～新興アジアなくして日本経済の復活なし～」

タイ王国政府政策顧問（経済産業省より出向中）
松島　大輔　氏

１５：００～１７：３５ １５：００～１７：５５ １３:００～１５:３０ １５：００～１７：３５

シティプラザ大阪　２階　旬（しゅん）の間 大阪商工会議所　国際会議ホール りそな銀行　地下１階　講堂 シティプラザ大阪　２階　旬（しゅん）の間

２５２名 ２４２名 ２８８名 ２１０名

２００名 １７５名 ２００名 １５５名

「コマツのモノづくり」
コマツ　代表取締役会長

野路　國夫　氏

「日印パートナーシップの更なる深化に向けて」
駐日インド大使　 ディーパ・ゴパラン・ワドワ　閣下

　 在大阪・神戸インド総領事　アシーム・マハジャン　氏

「躍進するアジア(中国）と日本経済のこれから」
～変貌を遂げる巨大市場・中国とどう向き合うのか～

前 中華人民共和国駐箚特命全権大使
 前 伊藤忠商事株式会社取締役会長

早稲田大学 特命教授
丹羽　宇一郎　氏

「ミクニのアジア戦略　これまでとこれから」
株式会社ミクニ　代表取締役社長

生田　久貴　氏

0.82% 1.92% 0.79% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

１２６枚（回答率：６３％） １１１枚 （回答率：６３％） １３４枚（回答率：６７％） １００枚 （回答率：６５％）

31.58%

57.38% 74.04% 56.35% 68.42%

＜セミナー全体について＞
41.80% 24.04% 42.86%

アンケート回答者業種

・最新のデータから今後の動向を知ることが出来、大変勉強になった
・普段聞くことが出来ない講演で、大変参考になった
・輸出事業、戦略の立案に非常に有効だった
・現実的、具体的な講演で分かり易く、役に立った
・ASEANの現状がよく判った
・具体的にアジアのビジネス環境の話が聞けて参考になった
・タイムリーなテーマで勉強になった
・今後の海外展開に役立つ、有意義な講演だった
・情報量の多さと的確なまとめで分かり易かった
・アジアの動向と現場の話の両方が聞けて非常に良かった
・データから見る客観的な分析と、実体験に基づく経営のお話のバランスが見
事に取れていて、とても参考になった

・インドに対する理解が深まった
・インドの最新戦略（Made in India)をはじめ、インドのことが理解でき大変参考に
なった
・直近のインド経済状況を知ることが出来、今後の方向性について勉強になっ
た
・日印の政治、経済の新しいスタートを感じることが出来た
・日印関係が良好なものであることが分かった
・有意義なセミナーで、他では得られない情報を得ることが出来た
・マーケットの魅力、Ｒ＆Ｄの拠点として、実際に活用されている事例が分かっ
た
・資料が豊富。インド市場の可能性と、モディ首相に変わったタイミングのセミ
ナーで、情報更新のために役に立った
・面白かった。インド製品で世界を征する意欲を感じた
・実体経済が数値で理解できた
・新政府の下、非常に速いスピードでインド投資が活性化していることを再認識
できた
・インドが国家として製造業の誘致に焦点を当てていることは、今後の世界経済
への影響が如何なる動きとなるのか興味深い
・日本の多くの企業が、生産地として、あるいは一大市場として、インドへの進
出を検討されているので、具体的なインプットが欲しかった

・中国、日本と世界を取り巻く環境と動向の知識が深まった
・中国の流通事情、消費が良く分かった
・タイムリーな話、情報を聴くことが出来役に立った
・両講師とも大変良かった
・非常に質の高いセミナーだった
・刺激になった
・興味深い話が多かった
・中国市場のとらえ方、対応の仕方の参考になった
・海外進出のモチベーションアップにつながる多くの情報を得ることが出来た
・今後の方向性検討の参考になった
・マクロ、ミクロの両面からの内容で、有意義だった
・現地の実情に即した対策を、具体的かつ正直にお話頂けた
・日本と中国関係がマスコミが発信しているより良好と受け止めることが出来た
・世界の中のアジア、アジアの中の日本と中国、大きな視野に立って見つめなおす
ことの重要性を痛感するセミナーとなった
・政治面とビジネス展開の両面からの異なる視点での現状と今後を問うことが出
来、参考になった
・中国経済を冷静な目で見る大切さが理解できた

・組合せの良い講演、企画で、両講師とも聞き応えがあり、充実した内容で、素
晴らしかった
・実務に基づき、具体的で生きた話が多く、理解しやすかった
・メディアで取り上げられる内容とは異なり、具体的なプレゼンは説得力があり、
視野を広げることが出来た
・新興アジアの重要性と対策を早く立てて実施すべきことが良く分かった
・書物だけでなく、直接話を聴くことの重要性を感じた
・アジアの実態を肌で感じることが出来た
・アジアに対する、特にタイに対しての認識が新たになった
・アジア地域を俯瞰する視点、異業種の方々の取り組みが役に立った
・今まで中国に関心があったが、今後は違う視点で考えたい
・今後のアセアン進出及び経営の参考になった
・アセアンの現在の状況が再認識できた
・グローバルスタンダードについての戦略が役に立った
・アジア圏での事業開拓の重要性を再認識できた
・積極的なアプローチが必要であることを確認できた
・海外展開にあたっての根本的なリスクマネジメントについて触れてほしかった

・問題点についてもっと知りたかった
・インドでの事業の問題の提示が少なかった
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非常に役に立った

役に立った

あまり役に立たなかった

役に立たなかった

「あまり役に立たなかった」
を選択した回答意見

＜第一部講演について＞

63.49% 71.28% 56.15% 53.68%

3.97% 4.26% 1.54% 3.16%

32.54% 24.47% 42.31% 43.16%

・もう少し立ち上げ時の苦労話を聞きたかった。
・インドの経済進出の問題点について、実際に進出した企業からの、より具体的
な話を聞きたかった
・もう少しエーザイが成功している理由や戦略について聞きたかった

・役人さんの発想で我々現場発想レベルとのギャップを感じる。我々のレベルが
低いのか、松島氏が高いのか？
・政府、自治体の取り組みが、一中小企業の活動にどのように生かせるのか良
く分からなかった

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

・ミクロの視点からの中国の消費者ニーズ、動向の変化から今後の方向性につい
て、分かり易い説明で参考になった
・日本企業の中国での活躍を見ることが出来て良かった
・将来を見据えた事業戦略、事業展開のKeyを示した講演で役に立った
・現場主義に基づいた経験を、具体的かつ明確にお話頂き、分かり易かった
・海外進出のあるべき姿が理解できた
・もっと時間を取って、お話を伺いたかった
・女性の人材登用の考え方が非常に参考になった
・今後の中国の経済の方向性が見えた

・もっと具体事例を聞きたいと思った。アジア各国との取り組み事例を発信して
ほしい
・発展型であるグローバル化が非常に興味深かった
・一般的なメディアを超えるタイ、ミャンマーの現況を知ることが出来た
・タイ人が雪が好きで、小松空港への直行便を企画した話が印象的だった。ＳＫ
Ｙの破綻で困っている地方空港は多いのでヒントになるのではと思った

・詳細な事実とデータに基づく内容で、アセアン諸国の現状と展望が理解できた
・アセアンのビジネス環境について、最新情報を解りやすく講演されていて、大
変参考になった
・データが豊富で整理されているため、今後の資料として活用することができる
・東南アジアの経済状況、リスクとチャンスが理解できた
・アジア市場の全体像が理解できた
・各国の現状と今後の予測、日本企業の戦略が参考になった
・アセアン各国の特徴について生産拠点、消費市場の点での魅力を統計デー
タ、実際の進出企業のアンケートを用いての説明で解りやすく、説得力があった
・タイの現状について講師の経験に基づいてのお話で理解しやすく、少し楽観
的に受け止めることが出来た
・木目細かい分析は事例も理解しやすかった。特に商流面では比較分析が非
常に良かった

・インドにおけるビジネス機会と課題が分かった
・取り上げられたポイントが大変明確であったので、他社、他分野にとっても参
考となる
・ｲﾝﾄﾞの市場、工業のオペレーションの実際も知りたかった。
・製薬事業を通して、インドの現状を感じることが出来た
・医薬会社の視点からの、インド市場への姿勢に興味を持った
・インドでの成功事例が、とても役に立った。
・経験に基づいた話を直接拝聴でき、大変参考になった
・エーザイのインド戦略が役に立った
・インドの現状を知るうえで、参考になった
・貴重なビジネスポイントを、知ることが出来た
・インドでの苦難の部分が良く見え、今後の投資の参考になった
・詳細な資料に基づいての情報で分かり易かった

・中国の消費市場の実情について良く分かった
・最新の中国流通事情が聞けて面白かった
・小売業の諸活動を通して、リアルタイムな現地情報（市民の経済力・物の考え方
等）、事業運営について勉強になった
・ご苦労を重ねながら進化されている姿がうかがえた
・店舗戦略、商品戦略、人事(教育）政策における先見力、対応力について非常に役
に立った
・中国で仕事をする上で、６つの心得（特に、「少し悪人になりましょう」）が参考に
なった。
・中国での戦略の概要を、実際に経営に携わっているTOPから聞くことが出来、大
変良かった
・地域に根ざす重要性、WinWinの関係の創造、相手国の文化等を理解する必要性、
地域発展から国の発展への連鎖を学べた

・エネルギッシュで説得力のある講演だった
・非常にパワフルな語り口で勇気がわいた
・資料、着眼点、パワフルさ等官僚らしからぬ秀逸な内容の講演だった
・実績とデータに基づき、具体的な解説で分かり易かった
・中小企業にとっての一番の課題は人材。アジア進出に関して現地での人材確
保、販路開拓課題山積みですが、将来展望すればアセアンはボーダレスの市
場として有望だと思う
・タイを中心とするアセアンの国々における経済状況、産業構造の現状を具体
的かつ大局的にとらえることが出来、企業戦略を研究する上で大変参考になっ
た
・海外進出を推奨する理由が分かり易かった
・中小企業でもVol.1→Vol.2の考え方を理解すればイノベートは可能だと感じた
・お互い様プロジェクトの実例による新規事業へのアプローチの切り口が非常に
面白い
・お互い様プロジェクト等、これからの日本人が海外と向き合う根本精神を発信
され、非常に役に立った
・マーケティング的アプローチでアセアン市場を消費地域としてとらえていたが、
今回の着眼点は非常に参考になった。今後の中小企業との面談、支援に役立
てたい
・アセアンの将来性、重要性について理解を深めた
・視点を大所高所に立った戦略眼での講演で、各国の実情を感じることが出来
た
・日本の置かれている立場と今後進むべき方向について、指標となった
・複合的なマーケティング戦略が良かった

・今後の製造業の日本からの投資が増加することに期待できる
・海外進出にあたり考え方が参考になった
・グローバルな考え方が日本の発展に必要で、どの様な人材育成が大切か学
んだ
・ビジネスを成約させるためにニーズの形成（創造）が必要という点では、国内
ビジネスに通じるものがあると感じた
・物流の流れの中、（ダウェイ、ミャンマー）（チェンナイ、インド）の物流は今後伸
びると感じた。日本の船舶の中古船を利用すれば面白いかも？
・ビジネスチャンスの例を聞き、各社の取り組みのイメージを掴めた。自社の場
合のアプローチの仕方を考えることが今後の課題
・海外での仕掛人としてのお話が興味深かった

・資料の最後に参考文献、関連情報のリンクがあるので助かる ・企業の海外進出の、具体的な手順が理解できた
・インドビジネスの明暗が理解できた
・インド進出に対する、現地政府及び現地国民の具体的な反応を、把握すること
が出来た。後続の企業の進出に、非常に有益な前例となると感じた

第１回 第２回 第３回 第４回

講演内容に対する
主な意見



10

非常に役に立った

役に立った

あまり役に立たなかった

役に立たなかった

「あまり役に立たなかった」を選
択した回答意見

中国 18.63% 中国 13.85% 中国 27.05% 中国 16.11%

タイ 9.94% インド 11.28% タイ 8.61% タイ 10.07%

ベトナム 8.70% アメリカ 8.72% インドネシア 6.97% アメリカ 8.72%

台湾 7.45% 韓国 6.67% アメリカ 6.56% 台湾 8.72%

インドネシア 6.83% ベトナム 5.64% 韓国 6.15% 韓国 8.05%

韓国 6.83% 欧州 5.64% ベトナム 5.74% ベトナム 6.71%

インド 5.59% タイ 5.13% 台湾 5.74% マレーシア 6.71%

アメリカ 4.97% 台湾 5.13% マレーシア 4.92% インドネシア 5.37%

ASEAN 4.97% ASEAN 4.62% インド 4.51% シンガポール 4.70%

フィリピン 4.97% シンガポール 4.62% フィリピン 3.69% 欧州 4.03%

マレーシア 4.35% インドネシア 4.10% シンガポール 2.87% アジア全域 3.36%

シンガポール 3.11% ブラジル 2.56% アジア全域 2.05% インド 2.68%

欧州 1.86% ロシア 2.05% ASEAN 2.05% フィリピン 2.01%

香港 1.86% マレーシア 2.05% 欧州 2.05% ミャンマー 2.01%

その他 9.94% その他 17.95% その他 11.07% その他 10.74%

ベトナム 26.60% インド 25.17% ベトナム 12.27% ベトナム 17.02%
インド 17.02% ベトナム 10.20% ミャンマー 9.82% タイ 13.48%
インドネシア 17.02% ASEAN 10.20% 中国 9.82% ミャンマー 12.77%
ミャンマー 15.96% インドネシア 8.16% インド 8.59% インド 7.80%
タイ 12.77% ミャンマー 8.16% ASEAN 7.36% インドネシア 7.09%
フィリピン 10.64% タイ 6.12% ASEAN 7.36% ASEAN 5.67%
ASEAN 7.45% アフリカ 3.40% インドネシア 6.75% 中国 3.55%
カンボジア 7.45% 中近東 3.40% タイ 5.52% フィリピン 3.55%
アフリカ 7.45% 中国 3.40% アメリカ 4.29% マレーシア 3.55%
台湾 7.45% ブラジル 3.40% アジア全域 2.45% アジア全域 2.84%
中国 5.32% シンガポール 1.36% フィリピン 2.45% メキシコ 2.84%
マレーシア 4.26% 台湾 1.36% マレーシア 2.45% アメリカ 2.13%
ロシア 3.19% その他 15.65% その他 20.86% カンボジア 2.13%
ラオス 3.19% 中東 2.13%
その他 34.04% その他 13.48%

3.42% 3.06% 7.87% 2.28%

0.00% 0.00% 1.57% 1.19%

＜第二部講演について＞

68.38% 31.63% 44.09% 35.71%

28.21% 65.31% 46.46% 60.71%

第１回 第２回 第３回 第４回

・インド政府の経済政策、方向性が明確に理解できた
・モディ首相のMade in Indiaが素晴らしい
・インドの最新情報を入手でき、非常に役に立った
・資料が非常にうまくまとめられ、映像、スライドも分かり易く、ためになった
・日本企業に対する熱意が伝わった
・勢いのあるプレゼンで、内容も豊富でとても良くわかった
・世界がなぜインドに注目しているのか、インドの将来性を改めて認識すること
が出来た
・日本企業の多くのセクターにビジネスチャンスがあることを、明確に、具体的に
理解できた
・日本への親近感を感じた
・いかに各国がインドに注目しているのかが分かった
・新政府のスピーディなプログラム作成、実施、規制緩和、成長戦略に大いに期
待できる
・インドの魅力と長期的な投資が、数値として具体的に表現されていて役に立っ
た

・２０１５年「３つのキーワード」に絡めた内容が素晴らしかった
・具体的な内容や、話し方も素晴らしく、楽しく聴講できた
・日本から見た中国ではなく、世界から見た中国を理解することが大事だと感じた
・経済的側面だけでなく、政治的なお話もあり、興味深かった
・今後の中国とのあり方について、深く考えさせられるきっかけとなった。
・すでに日本が中国より後退していることを認識すべきと感じた
・中国と協力関係を築くことの重大さが理解できた
・中国の政治体制、進出する場合の考え方等、世界の動き、情勢の変化の中、日本
及び企業の進むべき方向性など、多くの示唆を与えて頂いた
・マクロの視点から、中国と日本の関係を説明頂き、非常に役に立った
・長期的な視点で、責任ある立場で国際情勢を分析頂き、非常に有益なお話だった
・グローバリゼーション進展の中での世界経済の動向予測が参考になった
・辛口、ざっくばらんなお話は相変わらず”素晴らしい”。トピックをまとめて話され、
尊敬します
・広い視野、深い洞察力によるお話、全て良かった
・教育に努力、に大変共感した

・現場実態レベルの話で現実的で良かった
・問題点が具体的で分かり易かった
・アジア進出への展開、体験談、状況を聞くことが出来た
・アセアン展開での苦労、アドバイス等を聞きたかった
・個別企業の海外進出の苦労、発展の方向性を学ぶことが出来た
・海外展開の調査資料として役立つと思った
・災害、労務リスクへの対応が参考になった
・市場推移の資料が参考になった
・熱意が感じられた。投影画面と配布資料の違いがあり、残念だった
・アジアマーケットの重要性が再認識できた
・実際の工場運営や税制の問題が当社事情に当てはまり、役に立った
・アジアへの工場展開の様子や市場に対応した運営の方法が分かり易く解説さ
れており、役に立った
・ミクニの海外戦略は知っていたが、これ程シェアが高いとは思ってなかった。
アジアもさることながら、メキシコをどうするのかを時間があれば聞きたかった。
中身のある内容でよかった

・既知の情報が多かった
・改善点が多すぎる。投資するにはLegal situationが今はまだ難しいと思う

・大変素晴らしい講演で、役に立ったが、なるべく時間内に終了してほしかった

・企業トップの方の講演を聞く機会が少ないので、貴重な講演を聞けて有意義
だった
・経験に裏付けされた具体的な内容で、説得力があった
・自信あふれる講演で大変素晴らしかった。
・経営哲学からのマネジメントが興味深い
・日本の成長戦略の方向性を示唆する良い講演だった
・グローバルプロジェクトの本質を明確、明解な説明で、大変参考になった
・ポリシーが明快で成長し続ける企業の本質の一端が分かった
・コマツの経営方針、グローバル戦略に感激するとともに、大変勉強になった
・世界で生き残るための一つのソリューションを説明頂いた
・事例が分かりやすかった
・熱意が伝わってくる素晴らしい講演だった

・ラグビーの経験からくる体育会系マネジメントが参考になった
・ミクニ社のスタンスを聞くことが出来非常に役に立った
・ミクニ社の社歴や市場展開など理解でき、非常に分かり易い講演だった
・アセアンでも誠実な事業運営が大切だと分かった。ローカルな人とのタッグが
大きな力を発揮すること、誠実経営が肝要であると感じた
・企業のグローバルネットワーク強化の重要性についての説明が参考になった
・自動車部品の流れが良く分かった。インド進出の話等参考になった
・社長の生の声が聴けて良かった
・アジアの現場での具体的対応が参考になった。特に中国の自動車メーカーも
技術サービスの価値を認めていることに驚いた
・製造業の課題が明確であり、理解できた。マネジメントがポイントとなる点、特
に事例紹介が理解しやすかった。現場力の重要性は製造業にとってキーとなる
と感じた
・リアルな対応に感心した。日々の技術進歩が速すぎる。民間企業だけでなく、
国の対応も早く進めるべきだと感じる
・製造業にとって技術力サービスが価値あると再認識した

＜参加者に対する質問＞

（１）
現在どの国・地域と貿易・

投資を行っていますか

・もっとお時間を頂き、お話が聞きたかった
・世界の見方、アジアの見方に対する貴重な指摘が興味深かった
・日中間が抱える重要課題への言及は時間をかけてもっと聞きたかった
・経験豊富な経済のお話が興味深く、日本の置かれている立場の認識が出来た
・世界から見た日本の立ち位置が良く理解できた
・中国（現状、問題点、強み）と世界経済の流れを読むヒントとなった
・感銘を受けた・中国情勢と世界との付き合いが理解できた

講演内容に対する
主な意見

（２）
今後どの国・地域との貿易・
投資に関心がありますか
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・鉄、非鉄金属、化学品、化成品等の原材料のアセアンにおける製造の現状と
今後の予測
・海外取引の基礎知識、中国人社員の社員教育
・建設業の情報
・中央アジア諸国の情報と進出状況
・農業の先端技術
・インドの政権交代による動向
・広告関連セミナー
・インドからアフリカへ向けたビジネスセミナー
・建設機械の今後の環境対応(排ガスのアフターマーケット）
・各国の産業別の推移
・環境関連技術

・アセアン諸国に関するテーマ
・スリランカの産業、経済、日系、欧米企業の進出動向について
・スリランカ及びアジアとの海上航路にある国々について
・環境対策、安全問題
・石平氏の講演

・外食、教育、媒体
・東アジア、東南アジアなどの経済動向、世界の潮流
・シンガポールの戦略
・海外における人材教育、環境づくり
・少子高齢化と日本市場
・海外向け(日本からの） eコマース
・太平洋地域の国情、国民感情
・ミャンマー、ベトナムの成長とビジネスチャンスの視点、具体的成功例等
・日本金融資産1600兆円の動き、現預金660兆円の今後の方向性
・中国とどう向き合うか？このテーマを引き続き取り上げていってほしい

・引き続きアジアの状況関係
・タイ、フィリピン、アジア全体の物流（物流体系構築や活用、考え方等）
・インドネシア、マレーシア、タイでのビジネス、投資及び実際の業務
・海外に拠点がない日本企業（中小企業）の海外展開の方法論
・グローバル営業、代理店構築方法
・各国への対策、対応の具体的事例
・ユニクロ柳井氏、日本電産永守氏、マルハン韓氏
・中小商社がアジアで成功したビジネス（食品等の分野）
・タイ、ミャンマー、インドネシアの政治事情
・卸売業の海外進出
・海外進出（現地法人等）にあたっての成功と失敗例
・当業界は労働集約型。国内で現場作業員の確保が厳しくなっており、外国人
の雇用が課題となっている。
進出だけでなく、導入面でのテーマもあれば良い
・アジアの民生状況
[意見]
・進出企業にとってのリスクである政治について、本日は殆どお話がなかった

（３）
今後セミナー等で取上げて
欲しいテーマ、要望、意見

第１回 第２回 第３回 第４回

・ASEAN地域、インドの継続的セミナー実施
・国別、製品別
・ASEAN、インド周辺国の経済動向
・ミャンマー情勢
・本財団の事業内容をもう少し知りたい
・新興国それぞれの今後の経済ポテンシャルと成長産業分野（日本から見て）
・FTA、EPA　関連
・中国バブル崩壊の時期及びトリガー
・台湾、フィリピンの産業、経済動向と日系企業の進出実態
・東南アジアの不動産状況
・ウェブ販売の成功方法

[開催希望]
・サービス産業のアセアンの今後、進出、展開
・経済だけでなく文化面からの経済発展
・リスクマネジメントに関するテーマ
・バイオマス発電
・健康科学産業（ヘルスケア、ロボット、エネルギー）
・海外での自動車リース業界の動きとニーズ
・今後も海外現場の生きた情報
・人材育成事業について、経営者への道の育成事業（30～40代の経営者のモ
デルによる講演）
・海外適応人材の探し方（国内/海外）
・海外展開を行う前の準備
・中小零細企業の具体的海外戦略

・日本を代表する企業のトップの講演
・日中韓とアメリカとの今後の関係
・アセアンの自動車部品産業
・アジア各国の動き、投資の動き、成長のキーワード等
・対象地域別、継続セミナー
・中小事業者向け海外進出セミナー
・鉄道事業
・再度コマツの講演（コマツウェイ）
・アジア、東南アジアに進出する企業間交流会
・製造業における、アジア・アセアン進出の現状と今後
・インド経済圏とアセアンの関わり
・鉄、非鉄金属、化学品、化成品等の原材料のアセアンにおける製造の現状と
今後の予測

・アジアにおける医療と皆保険制度の可能性
・インドネシアの経済と社会状況
・ＦＴＡ、ＴＰＰ、ＡＳＥＡＮの動向
・ＳＬＭのグローバル取組テーマ（輸送インフラ、ハブ動向、活用事例）
・医療機器関連情報
・海外進出セミナー
・情報通信関連
・化粧品関連
・海外進出企業の取組み、成功、失敗事例
・環境、水処理、再生可能エネルギー
・ミャンマー市場について
・インドの撤退障壁の改善、変わりゆく流通について
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開催日

時間

場所

テーマ

講演（１）

講演（２）

講演（３）

講演（４）

事例報告（１）

事例報告（２）

パネルディスカッション

出席者数

ｱﾝｹｰﾄ回答枚数

　学生 27.50%

　個人 25.00%

　製造業 16.25%

　調査・コンサルタント 6.25%

　商社・貿易 5.00%

　省庁・自治体 3.75%

　建設 3.75%

　サービス 3.75%

　金融 2.50%

　団体 2.50%

　物流 1.25%

　その他 2.50%

セミナー事業実施一覧表（平成２６年度）

１２９名

８０枚 （回答率：６２％）

日本の水技術によるアジアへの貢献
日本水フォーラム　事務局長

竹村　公太郎　氏

私たちの生命を支える“水”、大切にしてる？
作家、タレント　遙　洋子　氏

インドネシア熱帯泥炭域（中央カリマンタン州パランカラヤ地域）の
森林と水環境の保全のための活動支援
大阪工業大学工学部環境工学科　教授

駒井　幸雄　氏

水は地球をめぐる、そして人をめぐる、生命の輝き
～１０年後の未来へ。持続可能な発展のその可能性を考える～

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：阿部　健一　氏(総合地球環境学研究所 教授)
ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：沖氏、嘉田氏、竹村氏、遙氏、

≪環境シンポジウム≫

アンケート回答者業種

モンゴル国オブルハンガイ県オンギ川流域における柳林保護
および越冬用飼料（草）の栽培に関する活動協力
大阪大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ　特任准教授

思　沁夫（すちんふ）氏

平成２６年度

２０１４年１１月１１日（火）

１３：００～１７：１０

大阪商工会議所　国際会議ホール

アジアの水と経済、地球の未来
「生命（いのち）の水」ビジネスを考える

家庭・企業・政府に求められる水リスク管理
東京大学生産技術研究所人間・社会系部門　教授

沖　大幹　氏

水の恵みと水の災い
びわこ成蹊スポーツ大学　学長

嘉田　由紀子　氏
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非常に役に立った

役に立った

あまり役に立たなかった

役に立たなかった

シンポジウムに対する
主な意見

要望、意見

「あまり役に立たなかった」
を選択した回答意見

非常に役に立った

役に立った

あまり役に立たなかった

役に立たなかった

講演内容に対する
主な意見

・得意分野で培われた現地現物主義のお話が面白かった
・日本が持つ水文化、水ビジネスによる国際貢献等、日本人として勉強になった
・水リスク管理は環境の現状を知ることが出来、リスク度を感じ取れた
・琵琶湖学習を行っている滋賀県の環境教育の充実を改めて実感した。

67.50%

0.00%

30.77%

66.67%

2.56%

0.00%
・自然の話題だけでなく、社会的、循環的話題まで聞くことが出来た
・幅広い“水”に関する講和が聴講でき、大変有意義な時間となった
・各々の視点、ポイントを絞った講演で勉強になった
・インフラの海外輸出について、より興味深い講演を聞くことが出来良かった
・水資源の貴重さ、日本とアジア・アフリカの水問題の違い、水リスク管理と近代技術を使っての水利用、
アジアへの貢献、視点が開かれた。
・世界各地での水不足、洪水など様々な問題、原因について考察され、改善方法など興味深かった
・水を管理することの重要さ、日本の豊かさを知ることが出来た
・新興国のおかげで日本が豊かに暮らせているという事にショックを受けた。日本が島国であるからこそ自
然や素晴らしい環境を保たれていることに感謝。ぜひ水ビジネスで貢献して下さい
・水問題への理解を深めるのに役立った
・し尿文化についての発表が興味深かった
・生活用水との関連についての講演は、改めて我々の生活と比べ、原点に戻って考えさせられた
・マクロ、ミクロの視点から様々なお話を聴かせて頂き、当たり前だった“水”の存在を改めて考え直す機会
となった
・家庭、企業、政府に求められる水リスク管理、日本水技術によるアジアへの貢献、水の大切さと水管理
の仕組み、各国への支援等、大変参考になった。
・水ビジネスにおける自治体、企業への役割の話が参考になった
・各分野を研究され、善処されているので協力しようと思った
・水問題の概観がつかめ、分かり易い講演だった
・世界のトイレ事情に関して勉強になった
・製品を水に換算するという観念が意外だった。水を均等に分けるという思想、日本人の昔からの教訓が
素晴らしいと感じた
・日本の水文化に関して、理解を深めることが出来た
・水インフラビジネスにおける、日本企業と行政の連携について共感した
・難しい話を分かり易く、現実の問題として提起され役に立った

・各講師の講演内容のバランスが良かった
・講演者が素晴らしい
・綿密な調査、データの集積等、資料が具体的で分かり易かった
・水を取り巻く社会全体の流れが理解できた
・“水”についての見識が出来、地域や国における取組と、環境への対応が分かり良かった
・２１世紀が水リスクの時代であることを再認識した
・共有財産、私有財産、どちらの立場に立つかで問題のとらえ方が異なる中、両者の合意し得る解決策を
探るという意義は、重要な目標であり、世界での水市場に携わろうとする身には常に相反する課題と感じ
た
・多角的に水について講演されており、とても興味深く、役に立った
・水問題について、日本も間接的な原因であることに考えさせられた
・土砂災害や洪水が社会問題となっている現在、水の大切さ、水を取り巻く環境等について学ぶことが出
来、有意義なシンポジウムだった。今後水問題についてしっかり向き合っていきたいと思う。
・水問題における見識、経験をお持ちの方々がそろい、非常に興味深く話を聞くことが出来た
・プログラム構成が楽しかった
・身近な話、世界の話両方を聞けたので役に立った
・アジアの水不足問題の考え方の大切さがよくわかった。私たち一人ひとりが知るという事が必要だと思う
・新鮮な知識を多く得ることが出来た
・バイオリンの演奏が和んだ
・改めて水問題の再認識と、日本が今後途上国に向けてどんな技術を発展していくかを考えさせられた。
私たち若い学生がこれから活かしていく責務があると思った
・日頃の暮らしで、水問題に注意するようになると感じた
・水に関する様々な問題提起があり、大切さを痛感した
・大変参考になる報告が多くあり、役に立った

・各国の水リスクについてサンプル発表があるとよかった
・知っている内容が多かったので、もう少し詳しい話をしてほしかった

32.50%

＜シンポジウム全体について＞

＜講演について＞



14

「あまり役に立たなかった」
を選択した回答意見

非常に役に立った

役に立った

あまり役に立たなかった

役に立たなかった

事例報告内容に対する
主な意見

「あまり役に立たなかった」を選
択した回答意見

非常に役に立った

役に立った

あまり役に立たなかった

役に立たなかった

パネルディスカッションに対する
主な意見

「あまり役に立たなかった」
を選択した回答意見

＜事例報告について＞

＜パネルディスカッションについて＞

0.00%

・消費者側の観点から、水についての考え方が良く分かった。又、逆の立場の考えに関しても触れていて
知らないことを学べた
・遙さんの一般市民の視点での意見があり、大変良いパネルディスカッションになったと思う
・コーディネートが上手だった
・水についての問題提起、特にトイレの問題が大きな位置を示していることが興味深かった
・各講演では聞くことの出来なかった話や、比較的かたい話も笑いを含めて柔らかく聞くことが出来た
・雑学的にも面白かった
・洗濯の話、トイレの話が面白かった
・し尿関連も詳しく知れて良かった。常に新しいことを考え、取り入れていこうとする姿勢は私たち一人一人
が持っていなければならないことだと感じた
・より身近な水という観点から、お話しいただき、各講演の整理とすることが出来た
・各パネラーのやり取りが、一つ一つ重みがあり、面白かった
・トイレ、洗濯の話は、水から広がる色々な業務と関連があると思えた
・水の重要な役割を実感できた

26.87%

62.69%

10.45%

0.00%

・お二方とも発表時間内に、コンパクトに活動内容がまとめられており良かった
・日本が貢献できることがたくさんある。官民の協力が大切と感じた
・モンゴルの事例報告が興味深かった
・モンゴルの水の少ない地域での、環境保護とその問題解決の活動が分かった
・モンゴルの環境問題に非常に関心を持った
・インドネシアでの水環境の保全活動の詳細を理解することが出来た
・インドネシアの伐採、製材所、植林のサイクルが出来ていることが分かり、数値データ等があったので、
より理解できた
・各国の活動、調査結果が写真等での説明もあり、分かり易いプレゼンだった
・団体の活動目的と活動内容の提示、各国の人々の生活や自然環境との関係等、状況が把握できた
・各々の地域での環境開発に懸命に取り組んでおられる活動に敬意を表します
・各国での地道な活動をしていることを知ることが出来、役に立った
・活動の実態と、支援事業の努力が良く分かった
・現地の人が求めているものは、ハイテクなものではなく、持続可能な知識、技術であるという点が印象に
残った
・途上国の大変さが理解できると同時に、日本人のリーダーシップ、世界への貢献が必要だと感じた
・アジア地域における、環境教育の事例を聴けて良かった

26.92%

65.38%

7.69%
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中国 18.18%

東南アジア 9.09%

日本 8.08%

アフリカ 7.07%

インド 6.06%

インドネシア 5.05%

モンゴル 5.05%

タイ 4.04%

欧州 4.04%

ベトナム 3.03%

フィリピン 3.03%

マレーシア 3.03%

ミャンマー 2.02%

南米 2.02%

中央アジア 2.02%

韓国 2.02%

その他 16.16%

今後シンポジウム等で
取上げて欲しい

テーマ、要望、意見

＜出席者に対する質問＞

今後どの国・地域の環境問題
に

関心がありますか

・アジア諸国の食糧問題
・空気汚染問題への対策
・バリ島のスバック(バリ島にみられる伝統的な水利組合）、景観保全問題
・東アジアの灌漑
・民族、文化
・植生の変化
・地下資源の枯渇
・微生物の機能性をモノづくりに生かす事例
・少子高齢化、人口減少社会において環境対策にいかに取り組んでいくのか
・地球全体の環境、宇宙とのかかわりの中で、将来における環境問題
・水と街づくり
・オセアニア地域における水問題
・地球温暖化、砂漠化
・東アジアの水と空気の問題
・日本の今後（天才的、地学的行方）（政治的、行政的、企業的社会的人の行方）
・対社会主義国のビジネス環境、事例
・資源なる力
・健康産業ビジネスの世界の現状
・食、健康、環境等、様々な専門分野からの発表と議論
・里山生態系、生物多様性
・中国の水汚染、大気汚染問題
・異常気象における、日本の水害被害対策
・日本の森林問題、森林と水の関係
・世界の水資源管理
・水インフラの民営化
・東南アジアにおける汚水の分別と、糞尿の具体的な利用
・地方再生と地域振興
・第６次産業が生み出す地域経済の関係性
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(１）調査研究助成

《我が国及び海外の若手研究者によるアジア・オセアニア諸国・地域研究助成》
研　究　課　題 研究者 研究者所属 助成金額

ゆい　みはる

油井　美春

まつむら　としお

松村　智雄

おさだ　のりゆき

長田　紀之

イー　ドンフン

李　東勲

まつたに　みのり

松谷　実のり

いわもと　けいこ

岩本　佳子

あきおか　あや

秋岡　あや

くぼ　ただゆき

久保　忠行

ゆい　みはる

油井　美春

まつむら　としお

松村　智雄

あいざわ　りさ

相澤　里沙

いいづか　まゆみ

飯塚　真弓

のざき　くるみ

野﨑　くるみ

かたくら　しずお

片倉　鎮郎

たもと　はるな

田本　はる菜

《共同研究プロジェクト助成》
研　究　課　題 研究者 研究者所属 助成金額

まつもと　かずこ

松本　和子

きば　さや

木場　紗綾

620,000

670,000

700,000

620,000

平成26年度 助成事業

植民地都市の脱植民地化の研究
―２０世紀中葉におけるミャンマーの首都ヤンゴンの社会変容の解明―

3

2 「地域を離れた」華人にとってのインドネシア西カリマンタン地域
東京大学大学院
総合文化研究科

学術研究員

神戸大学大学院
国際文化学研究科

博士後期課程
1

現代インドにおける政治と暴力に関する州間比較研究
―地域連携と予防の効力を中心に―

在朝日本人社会に関する歴史社会学的研究
―「韓国併合」前後、日本人共同体の空間に注目して―

東京大学大学院
総合文化研究科

博士課程

日本貿易振興機構
アジア経済研究所

リサーチ・アソシエイト

一橋大学大学院
社会学研究科
博士後期課程

大阪市立大学大学院
文学研究科

都市文化研究センター
研究員

京都大学大学院
文学研究科

博士後期課程

700,000

680,000

630,000

現代インドにおける政治と暴力に関する州間比較研究
―地域連携と予防の効力を中心に―

ビルマ（ミャンマー）の国民和解に関する人類学的研究
―難民の帰還事業をとおして―

東京大学大学院
総合文化研究科

学術研究員

神戸大学大学院
国際文化学研究科

博士後期課程

立命館大学
衣笠総合研究機構

専門研究員

「地域を離れた」華人にとってのインドネシア西カリマンタン地域

京都大学大学院
人間・環境学研究科

博士後期課程

日本学術振興会
特別研究員PD

（立教大学 特別研究員）

現代台湾における先住民の服飾制作・利用の活性化と
コミュニティの対応に関する人類学的研究

１９世紀中葉における西部インド洋の港市と政治権力
：アデン、マスカト、ザンジバルを事例に

清朝施設の変遷から見るラサ社会の清朝施政の受容のあり方

南インドのヒンドｩー寺院からみるトランスナショナリズムと宗教実践

南ボルネオのダヤク人による「宗教」（カハリンガン）の構築
―マイノリティの国民統合―

東京大学大学院
人文社会系研究科

博士課程

西蔵大学
旅遊与外語学院

日本語講師

筑波大学
人文社会科学研究科

一貫性博士課程

7

6

5

4

朝鮮人学徒兵出身者の口述記録の収集とその整理

前近代の中東地域における遊牧民と国家
―１８世紀初頭、シリア北部へのクルド、テュルクメン定住化政策を中心に―

アジアで就労する日本の若者に関する社会学的研究
―上海、香港、シンガポールにおける日本人現地採用を事例に―

10

9

8

14

13

12

11

15

17

540,000

740,000

600,000

日本と東南アジアの防災協力
：国際緊急援助の送り出しと受入れにかかる

多国間枠組みと国内調整の課題

神戸大学大学院
国際協力研究科

研究員
600,000

16 太平洋諸国における接触言語の比較研究
東京大学大学院
総合文化研究科

准教授
850,000

800,000

520,000

770,000

700,000

560,000
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(２）国際交流活動助成

《国際会議、シンポジウム等開催助成》
研　究　課　題 研究者 研究者所属 助成金額

こうの　やすゆき

河野　泰之

きょ　じか

許　時嘉

(３）啓発・広報活動助成

《出版助成》
研　究　課　題 研究者 研究者所属 助成金額

さだよし　やすし

貞好　康志

活　動　題　目 申　請　者 申請者所属 助成金額

9
スリランカ地域コミュニティのエコツーリズムによる

水と緑の保全支援
まなき　しゅんすけ

馬奈木　俊介

東北大学大学院
環境科学研究科 准教授/
東京大学公共政策大学院

特任准教授/
地球環境戦略研究機関ﾌｪﾛｰ/

経済産業研究所ﾌｪﾛｰ

1,000,000

10件　　9,490,000円

10 インドネシア・エビ養殖地河川流域住民による環境整備活動
つる　あきこ

津留　歴子
ｵﾙﾀｰ・ﾄﾚｰﾄﾞ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ社

取締役
990,000

平成26年度環境事業　助成金合計

7
フィリピン世界遺産「イフガオの棚田」の稲作耕作放棄と

棚田崩壊をなくすための現地社会活動への支援
つじい　ひろし

辻井　博

京都大学名誉教授/
(公）食の新潟国際賞財団

評議員会委員
1,000,000

8
インドネシア熱帯泥炭域（中央カリマンタン州パランカラヤ地域）の
森林と水環境の保全ための環境教育の提案と実践活動の支援

こまい　ゆきお

駒井　幸雄

大阪工業大学
工学部環境工学科

教授
1,000,000

5 ヤップ島の水と緑保全プロジェクト：継続する仕組みを求めて
たかの　たかこ

高野　孝子

早稲田大学 教授/
特定非営利活動法人

エコプラス
代表理事

1,000,000

6
ルソン島北部先住民族の子どもたちを対象とした

演劇を活用した環境教育プログラム
そりまち　まりこ

反町　眞理子

在フィリピン環境ＮＧＯ
Cordillera Green Network

代表理事
1,000,000

3
チェンマイの山に桜を

（北部タイ地域における荒廃森林の回復）
やすだ  またじ

安田　又嗣
びわこ揚水土地改良区

理事長
1,000,000

4
コーヒー生産地と消費地をつなぐ、そして学びあう

―東ティモール高地の環境保全に向けて―
しまだ　なほこ

嶋田　奈穂子
平和環境もやいネット

副事務局長
1,000,000

1,200,000

平成26年度助成事業　助成金合計
20件　　15,000,000円

平成26年度 環境事業

1
モンゴル国オブルハンガイ県オンギ川流域における柳林保護

および越冬用飼料（草）の栽培に関する協力活動
すちんふ

思沁夫

大阪大学
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

特任准教授
500,000

18
アジアにおける東南アジア研究コンソーシアム

(Consortium for Southeast Asia Studies in Asia)
第1回国際会議の開催

京都大学
東南アジア研究所

教授
2,000,000

2 マレーシア国ペナン州零細漁民による水産資源保全活動
いのうえ　れいこ

井上　礼子

特定非営利活動法人
パルシック
代表理事

1,000,000

19
「ドキュメンタリーに見る戦後台湾の社会と文化変容」

国際シンポジウム開催企画

山形大学
人文学部
専任講師

500,000

20 『華人のインドネシア現代史』（仮題）出版企画
神戸大学大学院

国際文化学研究科
教授
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(１）調査研究助成

《我が国及び海外の若手研究者によるアジア・オセアニア諸国・地域研究助成》
研究課題 研究者 研究者所属 助成金額

にわ　みつる

丹羽　充

やなぎさわ　えいすけ

柳沢　英輔

なむ　じゃう

那木　加甫

《共同研究プロジェクト助成》
研究課題 研究者 研究者所属 査定（案）

こじま　ひろゆき

小島　浩之

中国古文書学の基礎研究：東アジア古文書学構築のために
東京大学大学院
経済学研究科

講師
640,000

平成27年度（前期）助成事業　助成金合計

4件　2,780,000円

平成27年度 助成事業

1
交渉の最中にある「世俗国家」についての人類学的研究：

ネパールのプロテスタントを事例に

一橋大学大学院
社会学研究科
博士後期課程

2
生業における音と身体技法の相互関係に関する映像人類学的研究

―ベトナム中部高原の少数民族村落を事例として―
国立民族学博物館

外来研究員

4

780,000

640,000

3 ホボクサイルモンゴル人の仏教信仰に関する人類学的研究
総合研究大学院大学

文化科学研究科
博士後期課程

720,000
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事 業 報 告 の 附 属 明 細 書 
 
 

事業報告の内容を補足する重要な事項は無い。 
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第 ５ 回  財 務 諸 表 等 
 

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日） 
 
 
 
 
 

貸 借 対 照 表 
貸 借 対 照 表 内 訳 表  
正 味 財 産 増 減 計 算 書 
正味財産増減計算書内訳表 
財務諸表に対する注記  
附 属 明 細 書 
財 産 目 録  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

公益財団法人りそなアジア・オセアニア財団 
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科　目

Ⅰ　資産の部       

　１．流動資産

　　　　現金預金 4,655,688 14,906,005 △ 10,250,317

　　　　未収収益 1,700,422 2,483,942 △ 783,520

　　　流動資産合計  6,356,110   17,389,947   △ 11,033,837  

　２．固定資産

　　(1) 特定資産

　　　　国際交流事業資金 795,302,239 760,474,317 34,827,922

　　　　管理運営資金 214,415,443 199,894,684 14,520,759

　　　特定資産合計  1,009,717,682   960,369,001   49,348,681  

　　(2) その他固定資産

　　　　建物付属設備 595,304 643,571 △ 48,267

　　　　ソフトウェア 79,940 199,850 △ 119,910

　　　　敷金 2,856,000 2,856,000 0

　　　その他固定資産合計  3,531,244   3,699,421   △ 168,177  

　　　固定資産合計  1,013,248,926   964,068,422   49,180,504  

　　　資産合計  1,019,605,036   981,458,369   38,146,667  

Ⅱ　負債の部       

　１．流動負債

　　　　未払金 45,822 116,260 △ 70,438

　　　流動負債合計  45,822   116,260   △ 70,438  

　　　固定負債 0 0 0

　　　負債合計  45,822   116,260   △ 70,438  

Ⅲ　正味財産の部       

　１．指定正味財産

　　　指定正味財産合計  1,006,416,475   952,625,380   53,791,095  

　　　　（うち特定資産への充当額） 【 1,006,416,475 】 【 952,625,380 】 【 53,791,095 】

　２．一般正味財産 13,142,739 28,716,729 △ 15,573,990

　　　　（うち特定資産への充当額） 【 3,301,207 】 【 7,743,621 】 【 △ 4,442,414 】

　　　正味財産合計  1,019,559,214   981,342,109   38,217,105  

　　　負債及び正味財産合計  1,019,605,036   981,458,369   38,146,667  

（平成27年3月31日現在）

貸　借　対　照　表

増　減前年度当年度

（単位：円）
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(単位：円）
科　　　　目 公益目的事業会計 法人会計 　合　　計

Ⅰ　資産の部

　　１．流動資産 

　　　　現金預金 　  856,054  3,799,634  4,655,688

　　　　未収収益 　  1,634,120  66,302  1,700,422

　　　　流動資産合計  2,490,174  3,865,936  6,356,110

　　２．固定資産 

　　　(1) 特定資産 　

　　　　国際交流事業資金 　  795,302,239  0  795,302,239

　　　　管理運営資金 　  0  214,415,443  214,415,443

　　　　特定資産合計  795,302,239  214,415,443  1,009,717,682

　　　(2) その他固定資産 　

　　　　建物付属設備 　  476,242  119,062  595,304

　　　　ソフトウェア 　  63,952  15,988  79,940

　　　　敷金 　  2,284,800  571,200  2,856,000

　　　　その他固定資産合計  2,824,994  706,250  3,531,244

　　　　固定資産合計  798,127,233  215,121,693  1,013,248,926

　　　　資　産　合　計  800,617,407  218,987,629  1,019,605,036

Ⅱ　負債の部

　　１．流動負債 

　　　　未払金 　  36,658  9,164  45,822

　　　　流動負債合計  36,658  9,164  45,822

　　　　固定負債  0  0  0

　　　　負　債　合　計  36,658  9,164  45,822

Ⅲ　正味財産の部

　　１．指定正味財産 

　　　　指定正味財産合計  795,301,291  211,115,184  1,006,416,475

　　　　（うち特定資産への充当額） 　 【795,301,291】 【211,115,184】 【1,006,416,475】

　　２．一般正味財産  5,279,458  7,863,281  13,142,739

　　　　（うち特定資産への充当額） 　 【948】 【3,300,259】 【3,301,207】

　　　　正味財産合計  800,580,749  218,978,465  1,019,559,214

　　　　負債及び正味財産合計  800,617,407  218,987,629  1,019,605,036

(平成２７年３月３１日現在）

貸 借 対 照 表 内 訳 表
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(単位：円）
科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
 １．経常増減の部
  (1) 経常収益
　　　　特定資産運用益 14,921,563 14,756,184 165,379
　　　　　特定資産受取利息 14,921,563 14,756,184 165,379
　　　　　　国際交流事業資金受取利息 12,716,004 12,191,135 524,869
　　　　　　管理運営資金受取利息 2,205,559 2,565,049 △ 359,490
　　　　受取寄付金等振替額 11,919,425 25,784,046 △ 13,864,621
　　　 雑収益 511,530 107,718 403,812
　　　　　受取利息 4,196 3,417 779
　　　　　雑収益 507,334 104,301 403,033

経常収益計 27,352,518 40,647,948 △ 13,295,430
  (2) 経常費用
　　　　事業費 45,254,562 45,084,131 170,431
　　　　　支払助成金 24,490,000 22,250,000 2,240,000
　　　　　会議費 127,752 192,992 △ 65,240
　　　　　旅費交通費 2,850,504 5,328,144 △ 2,477,640
　　　　　通信運搬費 370,491 345,660 24,831
　　　　　消耗什器備品費 1,449,024 1,205,524 243,500
　　　　　消耗品費 113,714 163,836 △ 50,122
　　　　　印刷製本費 3,310,052 3,050,235 259,817
　　　　　新聞図書費 100,225 49,638 50,587
　　　　　光熱水料費 132,144 135,822 △ 3,678
　　　　　賃借料 4,459,234 4,707,800 △ 248,566
　　　　　雑費 7,716,880 7,519,938 196,942
　　　　　減価償却費 134,542 134,542 0
　　　　　　建物付属設備減価償却費 38,614 38,614 0
　　　　　　ソフトウェア償却 95,928 95,928 0
　　　　管理費 2,110,326 2,585,482 △ 475,156
　　　　　会議費 85,171 128,660 △ 43,489
　　　　　旅費交通費 564,252 783,853 △ 219,601
　　　　　通信運搬費 89,906 86,187 3,719
　　　　　消耗什器備品費 1,320 52,462 △ 51,142
　　　　　消耗品費 26,498 30,421 △ 3,923
　　　　　印刷製本費 72,897 98,539 △ 25,642
　　　　　新聞図書費 25,057 12,410 12,647
　　　　　光熱水料費 33,035 33,954 △ 919
　　　　　賃借料 776,628 730,800 45,828
　　　　　雑費 401,927 594,561 △ 192,634
　　　　　減価償却費 33,635 33,635 0
　　　　　　建物付属設備減価償却費 9,653 9,653 0
　　　　　　ソフトウェア償却 23,982 23,982 0

経常費用計 47,364,888 47,669,613 △ 304,725
　　　　評価損益等調整前当期経常増 △ 20,012,370 △ 7,021,665 △ 12,990,705
　　　　特定資産評価損益等 4,438,380 544,001 3,894,379

評価損益計 4,438,380 544,001 3,894,379
　　　　当期経常増減額 △ 15,573,990 △ 6,477,664 △ 9,096,326
 ２．経常外増減の部
  (1) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0
  (2) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0
　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　当期一般正味財産増減額 △ 15,573,990 △ 6,477,664 △ 9,096,326
　　　　一般正味財産期首残高 28,716,729 35,194,393 △ 6,477,664
　　　　一般正味財産期末残高 13,142,739 28,716,729 △ 15,573,990
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　特定資産評価益 65,710,520 12,479,539 53,230,981
　　　特定資産評価損 0 △ 3,407,600 3,407,600
　　　一般正味財産への振替額 △ 11,919,425 △ 25,784,046 13,864,621
　　　当期指定正味財産増減額 53,791,095 △ 16,712,107 70,503,202
　　　指定正味財産期首残高 952,625,380 969,337,487 △ 16,712,107
　　　指定正味財産期末残高 1,006,416,475 952,625,380 53,791,095
Ⅲ　正味財産期末残高 1,019,559,214 981,342,109 38,217,105

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日）
正味財産増減計算書
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(単位:円）
科　　　　目 公益目的事業会計 法人会計 　合　　計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　　(1) 経常収益
　　　　特定資産運用益 12,716,004 2,205,559 14,921,563
　　　　　特定資産受取利息 　 12,716,004 2,205,559 14,921,563
　　　　　　国際交流事業資金受取利息 　　 12,716,004 0 12,716,004
　　　　　　管理運営資金受取利息 　　 0 2,205,559 2,205,559
　　　　　　受取寄付金等振替額 11,919,425 0 11,919,425
　　　　雑収益 510,691 839 511,530
　　　　　　受取利息 　 3,357 839 4,196
　　　　　　雑収益 　 507,334 0 507,334

経常収益計 25,146,120 2,206,398 27,352,518
　　(2) 経常費用
　　　　事業費 45,254,562 0 45,254,562
　　　　　　支払助成金 　 24,490,000 0 24,490,000
　　　　　　会議費 　 127,752 0 127,752
　　　　　　旅費交通費 　 2,850,504 0 2,850,504
　　　　　　通信運搬費 　 370,491 0 370,491
　　　　　　消耗什器備品費 　 1,449,024 0 1,449,024
　　　　　　消耗品費 　 113,714 0 113,714
　　　　　　印刷製本費 　 3,310,052 0 3,310,052
　　　　　　新聞図書費 　 100,225 0 100,225
　　　　　　光熱水料費 　 132,144 0 132,144
　　　　　　賃借料 　 4,459,234 0 4,459,234
　　　　　　雑費 　 7,716,880 0 7,716,880
　　　　　　減価償却費 　 134,542 0 134,542
　　　　　　　建物付属設備減価償却費 　　 38,614 0 38,614
　　　　　　　ソフトウェア償却 　　 95,928 0 95,928
　　　　管理費 0 2,110,326 2,110,326
　　　　　　会議費 　 0 85,171 85,171
　　　　　　旅費交通費 　 0 564,252 564,252
　　　　　　通信運搬費 　 0 89,906 89,906
　　　　　　消耗什器備品費 　 0 1,320 1,320
　　　　　　消耗品費 　 0 26,498 26,498
　　　　　　印刷製本費 　 0 72,897 72,897
　　　　　　新聞図書費 　 0 25,057 25,057
　　　　　　光熱水料費 　 0 33,035 33,035
　　　　　　賃借料 　 0 776,628 776,628
　　　　　　雑費 　 0 401,927 401,927
　　　　　　減価償却費 　 0 33,635 33,635
　　　　　　　建物付属設備減価償却費 　　 0 9,653 9,653
　　　　　　　ソフトウェア償却 　　 0 23,982 23,982

経常費用計 45,254,562 2,110,326 47,364,888
　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 20,108,442 96,072 △ 20,012,370
　　　　特定資産評価損益等 4,438,380 0 4,438,380
　　　　評価損益計 4,438,380 0 4,438,380
　　　　当期経常増減額 △ 15,670,062 96,072 △ 15,573,990
　２．経常外増減の部
　　(1) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0
　　(2) 経常外費用

経常外費用計 0 0 0
　　　　当期経常外増減額 0 0 0
　　　　他会計振替額 10,000,000 △ 10,000,000 0
　　　　当期一般正味財産増減額 △ 5,670,062 △ 9,903,928 △ 15,573,990
　　　　一般正味財産期首残高 10,949,520 17,767,209 28,716,729
　　　　一般正味財産期末残高 5,279,458 7,863,281 13,142,739
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　特定資産評価益 51,195,320 14,515,200 65,710,520
　　　　特定資産評価損 0 0 0
　　　　一般正味財産への振替額 △ 11,919,425 0 △ 11,919,425
　　　　当期指定正味財産増減額 39,275,895 14,515,200 53,791,095
　　　　指定正味財産期首残高 756,025,396 196,599,984 952,625,380
　　　　指定正味財産期末残高 795,301,291 211,115,184 1,006,416,475
Ⅲ　正味財産期末残高 800,580,749 218,978,465 1,019,559,214

（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日）
正味財産増減計算書内訳表



25

1 　重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　 決算日の市場価額等に基づく時価法によっている。

　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　有形固形資産・無形固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。

　（３）消費税の会計処理

　　　　消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円）

科　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 評価損益 当期末残高

基　本　財　産

投資有価証券 0 0 0 0 0

定　期　預　金 0 0 0 0 0

小　計 0 0 0 0 0

特　定　資　産

２号財産（管理運営資金）

投資有価証券 199,894,684 5,559 0 14,515,200 214,415,443

６号財産（国際交流事業資金）

投資有価証券 760,474,317 583,197,522 599,564,920 51,195,320 795,302,239

合　計 960,369,001 583,203,081 599,564,920 65,710,520 1,009,717,682

財　務　諸　表　に　対　す　る　注　記



26

3 　特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円）

科　目 当期末残高
（うち指定正味財産

からの充当額）
（うち一般正味財産

からの充当額）
（うち負債に対

応する額）

特　定　資　産

２号財産（管理運営資金）

投資有価証券 214,415,443 211,115,184 3,300,259

６号財産（国際交流事業資金）

投資有価証券 795,302,239 795,301,291 948

合　計 1,009,717,682 1,006,416,475 3,301,207

4 　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円）

科　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

その他固定資産(建物付属設備） 868,817 273,513 595,304

その他固定資産(ソフトウェア） 599,550 519,610 79,940

合　計 1,468,367 793,123 675,244

5 　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

6 　担保に供している資産
該当なし。

7 　保証債務等の偶発債務
該当なし。

8 　重要な後発事象
該当なし。

合　　計 11,919,425

内　　容 金　　額

経常収益への振替額

　公益目的事業費への振替 11,919,425

　法人運営経費への振替 0
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計 算 書 類 の 附 属 明 細 書 

 

 
１．基本財産及び特定資産の明細 
 
   財務諸表に対する注記に記載している。 
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金預金 普通預金 運転資金として 4,655,688

未収収益 1,700,422

流動資産計 6,356,110

（固定資産）

特定資産 ２号財産 公益目的事業に必要な業務又は

（管理運営資金） 活動の用に供する財産であり

投資有価証券 利付国債（３０年）第１０回 運用益を財源として使用 203,821,600

野村CRF（ｷｬｯｼｭ･ﾘｻﾞｰﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ） 10,593,843

214,415,443

６号財産 交付者の定めた使途に充てる

（国際交流事業資金） ために保有している資金で、

投資有価証券
バークレイズバンク・
ミューチュアルパワーリバースデュアル債 元本及び運用益を公益目的事業 100,307,000

利付国債（３０年）第１０回 の財源として使用 71,337,560

シルフリミテッドシリーズ１７５０
[第43回　利付国債(30年)] 297,630,000

シルフリミテッドシリーズ１８４６
[第44回　利付国債(30年)] 307,830,000

野村CRF（ｷｬｯｼｭ･ﾘｻﾞｰﾌﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ） 18,197,679

795,302,239

その他固定資産 敷金 大阪市中央区、主たる事務所の賃借の敷金 うち８０％が公益目的保有財産であり、 2,856,000

建物付属設備 大阪市中央区、主たる事務所の付属設備等 公益目的事業の用に供している。 595,304

ソフトウェア 会計ソフト うち２０％が管理運営用財産であり、 79,940

運営管理の用に供している。 3,531,244

固　定　資　産　合　計 1,013,248,926

資　産　合　計 1,019,605,036

（流動負債） 未払金 JCB等に対する未払額 近隣交通費等の未払い分 45,822

流　動　負　債　合　計 45,822

負  債  合  計 45,822

正  味  財  産 1,019,559,214

財　　産　　目　　録

（平成２７年３月３１日現在）

貸借対照表科目
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