
公益財団法人

りそなアジア・オセアニア財団

第 6 回（平成２7年度）

事　業　報　告　書 

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで



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２７年４月１日から

平成２８年３月３１日まで（以下、当年度という）の６期目の当年度が、公益財団法人として

は実質的に、５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、アジアの発展と環境の

あり方についての提言や、助成者代表からの事業報告を行った。（総出席者１，０８０名）

（１）ＡＳＥＡＮ経済共同体の時代を迎えて（出席者２１０名）

　　　平成２７年７月１０日　於：大阪商工会議所　国際会議ホール

　　　第１部　ダイキンのアジア戦略　～真のグローバルエクセレント企業を目指して～

　　　　講師：ダイキン工業株式会社 執行役員グローバル戦略本部長 峯野 義博氏

　　　第２部　東南アジアの政治経済の現状と見通し

　　　　講師：政策研究大学院大学 学長 日本貿易振興機構アジア経済研究所 所長　白石 隆氏

（２）ミャンマーシンポジウム　

     ～注目が集まるミャンマーの魅力とビジネスチャンス～（出席者２５８名）

　　　平成２７年９月１日　於：シティプラザ大阪　２階　旬の間

　　　第１部　【基調講演】

　（テーマ）ミャンマー政府の重点施策と日本企業への期待

　　  講師：ミャンマー国家計画・経済産業省投資企業管理局 課長　ミョウ・ミン氏

　（テーマ）ミャンマーの魅力と日本企業のビジネスチャンス

　　　講師：ミャンマー商工会議所連合会　会頭　ウィン・アウン氏

　　　第２部　【パネルディスカッション】

　（テーマ）ミャンマーにおけるビジネスの現状と展望

　　　パネリスト：ミョウ・ミン氏、ウィン・アウン氏

　　　　　　　　　ミャンマー日本商工会議所　会頭　井上 光夫氏

　　　　　　　　　株式会社第一コンピューターリソース　取締役　赤畑 俊一氏

　　　　　　　　　日本貿易振興機構ジェトロ海外調査部　課長代理　水谷 俊博氏

（３）２０１６年新春セミナー（出席者２２８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２８年１月１４日　於：シティプラザ大阪　２階　旬の間

　　　第１部　タイ進出　成功の鍵　～タイ進出に当たって求められるもの～

　　　　講師：バンコク銀行　執行副頭取　小澤 仁氏

　　　第２部　中国経済の課題と展望　～経済大国中国に何が起きるのか～

　　　　講師：津上工作室　代表取締役　津上 俊哉氏　

（４）安定成長を続けるフィリピンの魅力とビジネスチャンス（出席者２５５名）

　　　平成２８年３月１４日　於：大阪商工会議所　国際会議ホール

　　　第１部　日比パートナーシップの更なる深化に向けて
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　　　　講師：フィリピン貿易産業省 大臣 エドリアン・ソノアノ・クリストバル・ジュニア氏

　　　第２部　伸びゆくフィリピン・マーケット　～進出企業群から読み解く成功の秘訣とは～

　　　　講師：リーサル商業銀行 ファースト・シニア・バイス・プレジデント　松本 康宏氏

（５）環境シンポジウム（出席者１２９名）

　  　アジアの経済発展と環境問題

　　　平成２７年１０月７日　於：大阪商工会議所　国際会議ホール　

　　　講演（１）社会の持続的な成長を目指して　～私の取材手帳から～

　　　　講師 ： ジャーナリスト　福島 敦子氏

　　　講演（２）グリーンエコノミーが地球を救う

　　　　講師 ： 慶應義塾大学経済学部　教授　大沼 あゆみ氏

　　　講演（３）企業の視点から環境問題を考える

　　 　 講師 ：　富士ゼロックス株式会社　イグゼクティブ・アドバイザー　有馬 利男氏

　　　事例報告（１）インドネシア・エビ養殖地河川流域による環境整備活動

　 　 報告者： オルター・トレード・ジャパン 代表取締役　上田 誠氏

　　　事例報告（２）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

　　　　報告者：特定非営利活動法人エコプラス　理事　大前 純一氏

　　　パネルディスカッション：アジアの発展と環境の在り方、今求められる日本の貢献

　　　　パネリスト：福島敦子氏、大沼あゆみ氏、有馬利男氏、上田誠氏、大前純一氏

　　　　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

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21件17,260千円であり、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27年3月

　　　開催の理事会において、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。

　　　　又、平成27年度の公募により106件の応募があり、当財団選考委員会の選考を経て

　　　平成28年3月開催の理事会において、平成27年度後期案件として14件10,880千円、

　　　平成28年度前期案件として2件2,050千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

　　　　　16件の応募があり、当財団選考委員会の選考を経て、平成28年3月開催の理事会におい

　　　て、平成27年度後期案件として1件1,200千円、平成28年度前期案件として1件1,200千円

　　を決定した。

（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15件の応募があり、当財団選考委員会の選考
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　　　を経て、平成28年3月開催の理事会において、平成27年度後期案件として2件2,400千円

　　　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、公募により新規案件として9件の応募があり、当財団選考委員会の選考を

経て6件を採択（1件は辞退）。3月開催の理事会において、平成27年後期案件として継続案件6件を

含めて11件10,970千円の支援を決定した。

Ⅱ.庶務事項

１．理事会

（１）平成２７度第１回理事会

　　開催日　：　平成２７年５月２２日　於：りそな銀行大阪本社ビル

　議　案　：　１．平成２６年度計算書類・事業報告の承認の件

　　　　　　　２．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２７年度運用状況の報告

　　　　　　　３．環境事業について

　以上、第１号議案から第２号議案まで可決承認された。

（２）平成２７年度第２回理事会

　開催日　：　平成２８年３月４日　於：りそな銀行大阪本社ビル

　議　案　：　１．平成２７年度（後期）助成事業案件選考の件

　　　　　　　２．平成２７年度（後期）環境事業案件選考の件

　　　　　　　３．平成２８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２８年度（前期）助成事業案件選考の件

　　　　　　　５．助成事業選考委員の選任の件

　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２７年度運用状況の報告

　　　　　　　３．平成３０年の財団３０周年記念行事について

　以上、第１号議案から第５号議案まで可決承認された。

（３）（決議省略）理事会（平成２８年３月２２日）

　議　案　：　１．事務局長就任の件

　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２７年度定時評議員会

　開催日　：　平成２７年６月２３日　於：帝国ホテル大阪

　議　案　：　１．平成２６年度計算書類・事業報告の承認の件

　　　　　　　　　（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

　　　　　　　２．助成事業選考委員会規程改訂、講師謝金内規規定の承認の件

　報告事項：　１．平成２６年度第２回理事会の決議内容について

　　　　　　　２．平成２７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２号議案まで可決承認された。

３．選考委員会

（１）第６回助成事業選考委員会

　開催日　：　平成２７年１２月１８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２７年度（後期）及び平成２８年度（前期）

　　　　　　　２．平成２８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６回環境事業選考委員会

　開催日　：　平成２７年１２月９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２８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）助成事業選考委員　末廣 昭氏が平成２８年３月３１日付で退任。

　　（後任として、浅見 靖仁氏の就任を平成２７年度第２回理事会で承認済）

５．登記・届出事項

（１）登記事項

　　　なし

（２）内閣府への届出等

　　平成２７年６月２４日　事業報告等の提出を行った。

　　平成２８年３月１７日　平成２８年度事業計画書等の提出を行った。
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６．その他

（１）環境助成について申請件数が少ないことから、４月に過去の助成者から当財団の助成事

　　　業についてのアンケートを実施。過去助成者からは非常に好評価を得ており助成内容へ

　　　の課題は無く、認知度アップへの対策を実施した。

（２）セミナー事業に関連して、現地の状況を確認するため、１０月には関経連のミッション

　　　に参加する形で、インド、スリランカを訪問し、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、助成しているプロジェクトの現地視察としてモンゴルへ

　　　７月に訪問。柳林保護のための柵設置状況の確認と、環境改善状況のヒアリング等に

　　　よりプロジェクトの成果を確認した。
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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 40.15% 　製造業 31.29% 　製造業 38.46% 　製造業 21.69%

　商社・貿易 11.68% 　商社・貿易 14.72% 　商社・貿易 10.65% 　商社・貿易 17.47%

　金融 7.30% 　調査・コンサルタント 7.36% 　サービス 8.28% 　金融 16.87%

　調査・コンサルタント 6.57% 　物流 6.13% 　個人 5.92% 　学生 10.84%

　情報・通信関連 5.84% 　サービス 4.29% 　調査・コンサルタント 5.33% 　サービス 6.02%

　個人 5.11% 　団体 4.29% 　団体 5.33% 　個人 3.61%

　サービス 4.38% 　金融 3.68% 　金融 5.33% 　団体 3.01%

　物流 3.65% 　流通・小売 3.07% 　建設 4.73% 　流通・小売 3.01%

　流通・小売 2.92% 　省庁・自治体 3.07% 　物流 3.55% 　調査・コンサルタント 2.41%

　団体 2.19% 　建設 3.07% 　流通・小売 1.78% 　建設 2.41%

　省庁・自治体 2.19% 　情報・通信関連 2.45% 　省庁・自治体 1.18% 　物流 1.81%

　建設 0.73% 　個人 2.45% 　情報・通信関連 1.18% 　省庁・自治体 1.81%

　その他 7.30% 　その他 14.11% 　その他 8.28% 　情報・通信関連 1.81%

　その他 7.23%

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

２０１５年７月１０日（金） ２０１５年９月１日（火） ２０１６年１月１４日（木） ２０１６年３月１４日（月）

１５：００～１７：３５ １５：００～１７：３０ １５：００～１７：３５ １５：００～１７：３５

　　　　　　　　　　　　　　　　セミナー事業実施一覧表（平成２７年度）

第１回 第２回 第３回 第４回

「ダイキンのアジア戦略
～真のグローバルエクセレント企業を目指して～」

ダイキン工業株式会社
執行役員　グローバル戦略本部長

峯野　義博　氏

【基調講演】

「ミャンマー政府の重点施策と日本企業への期待」
ミャンマー国家計画・経済開発省　投資企業管理局

課長　ミョー・ミン　氏

「ミャンマーの魅力と日本企業のビジネスチャンス」
ミャンマー商工会議所連合会　会頭

ウィン・アウン　氏

「タイ進出 成功の鍵～タイ進出に当たって求められるもの～」
バンコック銀行　執行副頭取

小澤　仁　氏

日比パートナーシップの更なる深化に向けて
フィリピン貿易産業省　大臣

エイドリアン　ソノアノ　クリストバル　ジュニア　氏

「東南アジアの政治経済の現状と見通し」
政策研究大学院大学　学長

日本貿易振興機構アジア経済研究所　所長
白石　隆　氏

　　　　　　　　　　　　　　　　【パネルディスカッション】
　　　　　　　　　　　「ミャンマーにおけるビジネスの現状と展望」

　　・ミャンマー国家計画・経済開発省　投資企業管理局
                                                　　　 課長　ミョー・ミン　氏
　　・ミャンマー商工会議所連合会　会頭　ウィン・アウン　氏
　　・ミャンマー日本商工会議所　会頭　井土　光夫　氏
　　（三菱商事㈱ミャンマー総代表・ヤンゴン駐在事務所長）
　　・株式会社第一コンピュータリソース　取締役　赤畑　俊一　氏
　
　　・日本貿易振興機構ジェトロ海外調査部　課長代理  水谷　俊博　氏

「中国経済の課題と展望～経済大国中国に何が起きるのか～」
津上工作室　代表取締役

津上　俊哉

伸びゆくフィリピン・マーケット
～進出企業郡から読み解く成功の秘訣とは～

リサール商業銀行（ＲＣＢＣ）
ファースト・シニア・バイスプレジデント

グローバル企業、及び日系企業部代表
松本　康宏　氏

大阪商工会議所　国際会議ホール シティプラザ大阪　2階 旬の間 シティプラザ大阪　2階 旬の間 大阪商工会議所　国際会議ホール

ASEAN経済共同体の時代を迎えて
ミャンマーシンポジウム

～注目が集まるミャンマーの魅力とビジネスチャンス～

２０１６年新春セミナー
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～
安定成長を続けるフィリピンの魅力とビジネスチャンス

１３７枚 （回答率：６５．２％） １６３枚 （回答率：６３．１％） １６９枚 （回答率：７４％） １６６枚 （回答率：６５．１％）

アンケート回答者業種

３１３名 ３２１名 ３６１名 ３５１名

２１０名 ２５８名 ２２８名 ２５５名

0.81% 3.11% 0.62% 3.01%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

49.59% 21.12% 39.13% 30.72%

49.59% 75.78% 60.25% 66.27%

セミナーに対する
主な意見

・実務と理論の両方の知識が得られた
・ASEAN経済共同体の現状と今後の方向性について非常に分かり易いセミナー
だった
・実務的な話と学術的な話が非常にバランスよくまとまっていて、大変有意義な
講演だった
・TPP、FTA等グローバル経済の一層の進展の中で目が離せないテーマである
・深入りした内容で興味深く聞けた
・タイムリーな企画であり、事例紹介を含め参考になった
・実例とグローバルとの対比が良かった
・海外進出において参考になった
・大変貴重な話が聞けて良かった
・各々、大変面白い講演だった

・素晴らしい人選で、内容も充実していた
・ミャンマーの状況（人材、文化、経済）が把握できた
・ミャンマー全体の概要が良く分かり、ミャンマー投資ガイドも役に立った
・バランス良く、最新情報を知ることが出来た。又、現地のことをよく知る方々か
らの発表も参考になった
・現地の方々のお話を直接聞くことが出来、貴重な情報となった
・優遇制度や進出企業の話を聞くことができ役に立った
・メディアでは分からない現地の生の情報が得られた
・ミャンマーの投資環境について、全体のイメージを描くことが出来た
・今後の海外進出を検討する際にミャンマーが有力な国であることを認識した

・時宜にかなったテーマ設定で大変参考になった
・両講師共、非常に分かり易い説明で、ご自身の言葉で話されており、素晴らしい講
演だった
・分かり易い切り口でアジア各国の経済について話を聞くことが出来た
・資料が充実していた
・タイ及び中国における、実状に根ざした課題提起を頂いた
・タイ、中国の最新情報、国の実情と今後について参考になった
・タイ、中国に特化された専門家の話はマスコミ等で聞かない話で、参考になった
・貴重な情報を聞くことが出来た
・現状分析の視点が具体的で良かった
・ポイントをついた中身のあるセミナーだった

・内容が充実していて、フィリピンの最新の国内情報や経済状況について把握す
ることができた
・フィリピンの現状、将来展望、取組施策について理解できた
・日本とフィリピンとの関係と実態を知るきっかけとなった
・フィリピン政府、民間企業、双方の視点からフィリピンの理解を図ることが出
来、有意義なセミナーだった
・良好な両国関係下での時宜にかなった、有意義なセミナーだった
・イメージにあったフィリピンから大きく変わっていることが分かった。政治的安
定、高い成長率、豊富な労働力、宗教上の制約等、知らない事が多くあった。
・聴講者が多く、フィリピンに対する関心の高さが伺えた
・同時通訳もして頂き、とても聞きやすかった

・企業のあり方や成功談、数字上からのアジア現状と見通し、どちらも大変役に
立った
・現在のアジア情勢が分かり易く語られていた
・テンポの良い進行で、無理なく講演内容に集中できた

・民主化で状況が変わってきたことが分かり、役に立った
・ポジティブなコメントがあり、良かった
・ＪＩＣＡプロジェクトを実施している関係上、ヤンゴンの発展、日本企業の進出状
況を知ることが出来、今後の技術協力を検討する上で参考になる情報を得るこ
とが出来た
・当社のサービスを展開できるか検討したいと思う
・市場状況、輸入等の形態が理解できた
・ミン氏、アウン氏両氏の現地の意見、プレゼンをお聞きすることが出来、役に
立った
・ミャンマーの魅力を再確認できた。又、ティラワ特区はじめ開発が進んでいるこ
とを理解できた。課題が明確で解決に向かっている現状を考え“進出したい”思
いが高まった
・多面的な情報構成で概要を捉え易かった

・経営上の大きな判断材料になる・自社にとって関心の高い話が聞け、今後の業務
展開の上で有用なセミナーであった
・視点は異なるが、いずれの講演も各国に進出する企業への新たな知見を与えるも
のだった
・タイトルの「成長をどう取り込むのか」の話を聞きたかった。日本のビジネスマンの
立場で
・たまに外に目を向けると、日本の現状の立ち位置がよく見えてくる
・毎回質の高い講演者で有難い
・スムーズに運営が行われていた

・最新情報を丁寧に分かり易く説明されており、今後のクライアントとの話題とし
て活用できる
・講師はもとより、主催者のアレンジ(場所、対応）が良かった

●フィリピンへフィールドワークに行く学生の意見
・普段高校の活動で学んでいるものとは、違った観点からフィリピンを知ることが
出来、良い経験になった
・このような場に参加でき、光栄だった。
　専門用語は理解しづらかったが、皆さんがフィリピンにかけるビジネスの情熱
を感じることが出来、　勉強になった
・ビジネスの長期的な展開について考える一歩となった
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第１回 第２回 第３回 第４回

セミナーに対する
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

・今までと違った角度からフィリピンを見ることが出来た。聴講して興味を持った
ことがあったので調べて、フィリピンでよく学んできたいと思う
・人材が豊富なﾌｨﾘﾋﾟﾝはこれから成長していく可能性を持っているが、日本など
先進国からの援助も必要だと分かった
・初めてこの様な講演を聞き、難しい内容もあったが、私たちの活動にまさに役
に立つ、とてもよいお話を聞くことができた
・この知識を活かしてこれからも生きていきたい
・フィリピンと日本の結びつきが少し分かって良かった
・聞いた事のないお話が多く、自分の視点と全く異なる世界だった
・少し難しかったが、分からないことを調べて、フィリピンについてもっと詳しくなり
たい
・話の内容が難しく、ビジネスの難しさを知った。話についていくのが大変でした
が、社会の大変さや色んな情報を知ることが出来、
　貴重な体験になった

・一般的、抽象的な話が多かった
・進出する際の流れやケーススタディ等、具体的な話を聞きたかった
・全体的にマクロ説明が多く、具体性に欠けていた。経済連携協定を意識した説
明がほしかった
・説明とデータが分からないところが多く、実態がよく分からなかった
・経済市場、動向は各種統計で理解できるが、進出についての問題点が見えな
い

53.49% 75.63% 57.93% 62.65%

0.00% 7.50% 4.27% 9.04%

＜第一部講演について＞

第１回 第２回 第３回 第４回

46.51% 16.25% 37.80% 27.71%

0.00% 0.63% 0.00% 0.60%

講演内容に対する
主な意見

・海外展開での経営戦略及びM＆A戦略が参考になった
・御社の成長をさらに期待できる
・パワーと夢を感じた
・自社の強みをグローバル展開する戦略が立派
・成長、発展の背景と要素が伝わり大変有益だった
・成長を支える思いと企業文化を大変興味深く聴出来た
・現場主義の進め方について、ヒントが多くあり非常に役に立った
・企業戦略、経営哲学が素晴らしい

・伸び行く国の勢いを感じた
・両氏の簡潔明瞭な説明が分かり易かった。又、熱心さが伝わる内容だった
・ミャンマー側の基本的な考え、構想や要望、日本企業に期待する点等、理解で
きた
・港湾関連の投資等に関する説明が詳細で参考になった
・地域開発と特区の税制等の説明が有意義であった
・法整備及びインフラ整備の現状を更新できて良かった
・ミャンマーの外資誘致策の全体像が分かり易かった
･ミャンマーへの投資及び企業進出の為の施策と現況について、理解することが
出来た
・ミャンマーの経済、市場規模の現状を知ることが出来、大変参考になった
・行政としての取り組みが分かり易かった
・分かり易い資料だった
・基本情報のポイントが良く整理されていた
・実際の当事国の政府の方の講義なので、信憑性が高く、安心できた
・生の声、現状を聞くことが出来、役に立った

・タイ人のマインドについての解説がきわめて興味深く、取引の際の留意点として役
に立てたい
・タイの現状と成功への要因等説明頂けた。明確な意思をもっての行動が重要であ
ると教示頂き、参考になった
・観光以外でのタイ国事情は興味深く、国内作法以外の習得に有意性が感じられる
例となった
・タイ経済の現状を知ることが出来、今後のビジネス展開の参考になった
・タイを含む東南アジア進出キーワードは、思い付きやアンケートリサーチではなく、
現地の現状を様々な角度で把握することと学んだ。
・タイの実像を知る上で、大変示唆に富む講演を聞かせて頂いた
・現地子会社で直面している課題の参考になった
・非常に分かり易く、タイに関係会社を有する当方としては納得できる内容だった
・タイ進出する上での基本的な課題を理解することが出来た
・実務経験に基づいた内容で大変役に立った
・もう少し将来の展望についてお聞きしたかった
・タイ進出成功の鍵について、具体例を交えて丁寧にご説明頂いた
・ポイントを踏まえた資料と、簡潔に纏められた説明で、中身のある講演だった

・大臣の講演を間近で聴講する貴重な機会を頂き、とても有意義だった
・誠実な説明に感銘を受けた
・情報が豊富だった
・情熱的なセミナーだった。フィリピンの成長が著しく、活気があることが伝わった
・フィリピン政府及び大臣の人柄が良く理解できた。インフラ投資を含め、社会構
造の変化に対する取組、産業政策について等、
　積極的な方向付けを行っていることを知る機会となった
・現地の経験を活かしたお話を聞けて良かった
・製造業の投資先として改めて見直しすることが出来た
・採用面で利点ありと感じた
・大臣自身からフィリピン情勢を聞けるチャンスの為、参加した。希望が持てる話
だった
・政策面でさらに交流を深めて頂き、インセンティブの部分を更に拡充頂きたい
・将来経済の見通し、両国関係の拡大のポテンシャルについて、自信に満ちた
発言を頂いた
・貿易のボリューム等詳しく聞けて役に立った
・国内経済環境について理解を深めることが出来た

・アジアにおける経済進出の経緯と今後のビジネスチャンス拡大化の考え方が
良く理解できた。同時に市場の現状も把握できた
・アジア展開を進めるうえでの成功点、苦戦点を、事例を交えての具体的な内容
で、役に立った
・実務に携わってこられた方の、経験に基づく具体的なお話は説得力があった・
元,家電メーカーにて海外市場向商品開発担当をしていただけに説明の背景が
理解しやすかった。特にオープンなプレゼンは参考にしたい

・ココナッツが危ういという事で、学校のビジネスプランはココナッツを利用するも
のが多い為、役に立った
・フィリピン＝バナナのイメージしかなかったので、経済の世界を少しのぞくこと
が出来、良い機会だった
・様々な方面から見て考えた、フィリピンの経済政策のお話はとても興味深かっ
た。農業だけでなく、郊外に化学や自動車関連の向上を置いているのも知らな
かった
・日本とフィリピンの関係、その他学ぶべき課題が見つかった
・日比関係について様々な情報を得ることが出来、大臣から直接お話を伺えて、
大変勉強になった
・私たちの普段の活動では、特に貧困層、地方部に焦点をあてている為、フィリ
ピンの経済発展の様子、　これからの開発計画について学べたことはとても役
立つと思う

・「グローバルNo.1」を目指し他社がやらないことに挑戦する企業姿勢に共感した
・もう少しASEANについての詳しい説明が聞きたかった。概論的な話が多かった
・世界5極化戦略についての考え方が参考になった

・具体的な貸し出しレートの推移等をお聞きしたかった
・タイの講演会は、他のセミナーにはあまりないので貴重な内容だった
・ＴＰＰ、ＡＥＣ等、タイ国の現状、将来像につき詳しく解説頂きたっかた
・非常に具体的かつ
・情報が的確
・規制、税、経済などについても聞きたかった
・成功事例だけでなく、注意点も含めて実態を伺うことが出来た
・スライド形式でない、講義形式で集中しやすかった
・タイ進出済みで普段の疑問点の理由が分かり、腑に落ちた有益なセミナーとなった

・親日を感じた
・フィリピン政府がどの様に経済成長の継続を図っているのか、又、日本の役割
が把握できた
・フィリピンの現状、今後の政府の方針を聴くことが出来、参考になった。出来れ
ば、今後の日比の経済、貿易推進政策を聴ければ良かった
・政府の方針、特に自動車産業については、現在検討中になので、大変興味深
かった
・フィリピンの貿易や日本企業の誘致の姿勢が分かった
・投資ターゲット検討に役立った
・フィリピン政府からの海外進出企業に対する強力なバックアップ及び進出に関
する好材料を把握でき、非常に役に立った
・互いの重要性が感じられた
・質問に丁寧に返答され、好感がもてた

・海外比率が7割近く、空調事業世界No.1実現への対応について明確な方針を
実現されていることを学ぶことが出来た。
海外事業拡大の対策、方針等で今後の方向性に生かしていきたい
・業種は異なるが企業理念は通じるものがあると感じた
・地域密着型の戦略が成功していることが分かった
・エネルギー、積極性を感じる講演だった。伸びている会社のバイタリティはすご
い
・アジアを中心として北米の重要性、そして海外展開する上での人材育成等、大
変勉強になった

●フィリピンへフィールドワークに行く学生の意見
・フィリピンの経済成長の為の努力が伝わった。英語を話せる人が多い特色が
日本にはない利点だと思う。
　貧富の差を改善していくと更によい国になると思う
・ビジネスプランを考える際役に立ちそう
・フィリピンの持続可能な成長に期待したい。貴重な講演だった
・日本がフィリピンの発展に役に立つことが出来ること、又、フィリピンの努力と可
能性と自由を感じた。
　フィリピンの向かう先はまだ余白があると思う
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第１回 第２回 第３回 第４回

「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

「あまり役に立たなかった」を選
択した回答意見

中国 18.78% 中国 15.64% 中国 24.14% 中国 15.52%

タイ 13.47% タイ 10.91% タイ 12.07% ベトナム 9.05%

ベトナム 6.94% インドネシア 9.45% オーストラリア 1.29% タイ 7.76%

インドネシア 6.53% ベトナム 9.09% ASEAN 8.19% ASEAN 6.47%

台湾 5.71% 台湾 6.18% 韓国 6.03% フィリピン 6.47%

韓国 5.31% ミャンマー 6.18% 台湾 5.60% インドネシア 5.60%

アメリカ 4.90% フィリピン 4.36% ベトナム 5.17% 台湾 5.60%

フィリピン 4.90% マレーシア 4.36% インド 5.17% シンガポール 4.74%

マレーシア 4.08% 韓国 3.64% 欧州 5.17% アメリカ 4.31%

インド 4.08% インド 3.27% アメリカ 4.74% マレーシア 3.88%

シンガポール 3.27% シンガポール 3.27% インドネシア 3.88% 韓国 3.88%

ASEAN 3.27% アメリカ 2.91% マレーシア 3.45% 香港 3.88%

欧州 2.04% 欧州 2.91% フィリピン 2.59% インド 3.02%

メキシコ 1.63% ASEAN 2.55% シンガポール 2.59% 中東 1.29%

その他 15.10% その他 15.27% その他 9.91% カンボジア 1.29%

その他 17.24%

・一般的な情報が多く従来から色々なセミナーで得た内容との差が少なかった
・少し理解しにくかった
・一般的な事柄の説明
・切り口が平凡、話題に新味がない
・時間的な制約の為か、表面的な話だけであったように感じ、魅力的なものに乏
しいように思えた
・投資誘致のスタンスが強くいざ進出する際の問題点が見えない
・一回ミャンマーに出張して調べればわかる程度の総花的な内容で具体性に乏
しい

・鍵となる話10分程で、どの様に労務管理すべきか等、もう少し教えて頂きたかった
・ある程度の調査が済んでいる範囲内だった

・一般論だった

＜第二部講演について＞

第１回 第２回 第３回 第４回

49.53% 31.51% 60.00%

講演内容に対する
主な意見

・アセアン諸国の現状について具体的にお話頂き、理解が深まった
・政治、経済、安全保障の観点、将来予想を踏まえ、データを示し大変解りやす
い解説だった
・アセアンの経済及び防衛におけるバランスが各国の戦略にどう影響されている
のか興味深かった
・詳細部にわたる各国事情を理解でき、今後の事業企画の参考になった
・国際関係論的アプローチが面白かった
・アセアン諸国を地域的に分けて、経済圏及び安全保障面での現状を踏まえた
説明は、中国、北米を含めて理解できた
・従来とは違った政治、経済の切り口での分析で、一つの見方を発見した
・生産プロセスの細分化と経済サービス化についての内容が非常に役に立った

・進出日本企業の事例紹介について役に立った
・質問では、具体的に生の声を聴くことが出来良かった
・実際の成功事例含め、非常に具体的で参考になった
・様々な分野のトップの方の生の講義で非常に役に立った
・日本企業の現場動向をくみ取ることが出来た
・井土会頭のお話が大変分かり易く、参考になった
・井土さんのお話が前向きで良かった
・ミャンマーでの日本企業の課題、問題点、現地側の諸事情が具体的で良く理
解できた
・ミャンマーの現状を知ることが出来て良かった。名刺交換も有難かった
・ミャンマー政府の積極性が良く伝わった。反面、インフラの未整備にまだ問題
が多いと感じた

・中国の政治、経済状況、見通し等について、大変示唆に富む講和を聴かせて頂い
た
・中国に精通された講師による、明快な論理的説明で、マスコミ一般論と異なる見方
で参考になった
・視点が中国、日本双方からの意見で、国内で得られる視点とは異なり参考になった
・政治を絡め、従来と違った観点からの話で中国の現状を知る上で参考になった
・中国経済の課題と展望について、根拠づけられていて、非常に分かり易い解説
だった
・具体的な数字をもとにした解説、説得力のある分析でイメージがしやすい
・今後の中国への事業展開の参考となった
・中国の問題点にいて詳しい説明で、参考となった。中国の経済リスクが他国へここ
まで影響を与えるのだという事が理解できた
・中国の財政が意外に健全であることに少し安心した

・フィリピンの経済状況が理解できた
・資料、データが豊富で具体的な説明中心で、非常に分かり易かった
・経済、市場等、短時間でアップデートでき、有意義なセミナーだった
・成長力が見込まれるフィリピンマーケットや、親日的であるフィリピンに興味を
持った
・進出企業の現状、経営上の注意点、進出成功のキーポイント等、具体的に数
値化され参考になった
・資料と説明内容のバランスが良かった
・まだまだ日系企業の進出が可能性であることに気付いた
・丁寧な説明で、誠実さとフィリピンに対する愛着度が良く分かった
・実際にビジネスを行っている企業の取り組みをご紹介頂き、参考になった

・今後のアジアへの展開において貴重な情報を得ることが出来た
・各国それぞれに置かれている状況の違いが良く理解できた
・アジア全体の動き、見方、考え方が聞けて非常に役に立った

42.99% 65.07% 38.67%

6.54% 3.42% 1.33%

・現地の生の雰囲気を聞くことが出来、大変興味深かった
・それぞれの立場からのリアルな意見が参考になった
・現地で活動されている講師の方の報告だけにリアリティ、説得力があり有益な
講演だった
・現地での苦労された事、今後の展開(経済特区含む）が理解できた
・大企業が少なく、中小企業でチャンスがあると感じた
・受け入れ側の「生の声」「期待」を聞くことが出来、役に立った
・ミャンマー講師のお話が具体的で、建前だけでなく、本音の部分を聞くことが出
来た
・最新の現地事情のみならず、日本企業への期待や、法整備の状況などが聞く
ことが出来た
・各パネラーからの１０分の概要説明が、理解促進につながった
・外資誘致状況の理解、フェアーな投資環境が整備されていることに加え、ﾐｬﾝ
ﾏｰに投資、進出する意義、魅力を再確認した。投資制度の柔軟性も進み変化し
ている現実も良いニュースとして受け取ることが出来た
・統計が良く取れていて理解しやすかった

・資料が非常に分かり易かった。
・非常にタイムリーなトピックだった
・中国経済の実情、特に従来同国経済を支えてきたオールド企業のダウンサイジン
グの無いことに感動した
・マスコミがはやし立てる中国情報の誤りに気付いた。上海工場の生産性向上の為
の投資は増やします
・日本での中国報道に疑問を感じていたので、生の中国情報を知ることが出来、勉
強になった
・共産党三中全会決定が実行に移されるかの推移等、興味深かった
・内容の構成が良く、説明の展開が分かり易い。勉強になった
・中国への認識が少し変わった
・中国に関する解説で、津上氏以上に「難しい話」を「分かり易く」聞けた人はいない。
真の専門家の話に感服した
・一時中国は世界の生産センターと呼ばれていたが、今後はどうなるのか？の話が
聞きたかった
・冷静な中国分析であった

・日系企業のフィリピンでの活動について良く分かった
・ポイントが理解できた
・想像以上にダントレードが浸透していると感じられた
・長期滞在経験に基づいた、現地の詳細情報を知ることが出来た
・基礎データに富んでいて、対フィリピン投資の役に立つ
・全てのカテゴリーでの可能性を感じた
・他アジア圏の国との違いを聴くことが出来て良かった
・日本人目線のフィリピンの現状が理解できた
・輸出企業への免税、日比間の人の移動、フィリピン人の気質等により、ビジネ
スチャンスが多いと感じられた
・現場視点の情報が役に立った。トピックスの紹介もあり、理解が深まった
・今後の進出にあたり、色々な情報が得られ、参考になった
・若手層が多いことを知り、驚いた。人口構成にも興味を持った。高齢者が極端
に少ないのは単純に出生率の変化なのか気になった

・現地の生の雰囲気を聞くことが出来、大変興味深かった
・それぞれの立場からのリアルな意見が参考になった
・現地で活動されている講師の方の報告だけにリアリティ、説得力があり有益な
講演だった
・現地での苦労された事、今後の展開(経済特区含む）が理解できた
・大企業が少なく、中小企業でチャンスがあると感じた
・受け入れ側の「生の声」「期待」を聞くことが出来、役に立った
・ミャンマー講師のお話が具体的で、建前だけでなく、本音の部分を聞くことが出
来た
・最新の現地事情のみならず、日本企業への期待や、法整備の状況などが聞く
ことが出来た
・各パネラーからの１０分の概要説明が、理解促進につながった
・外資誘致状況の理解、フェアーな投資環境が整備されていることに加え、ﾐｬﾝ
ﾏｰに投資、進出する意義、魅力を再確認した。投資制度の柔軟性も進み変化し
ている現実も良いニュースとして受け取ることが出来た
・統計が良く取れていて理解しやすかった

・中国への理解が深まった。新しい分析が新鮮だった
・纏められた資料で、政治、経済、外交、政策等、マクロ、ミクロから分かり易い解説
で、素晴らしかった

●フィリピンへフィールドワークに行く学生の意見
・何故、日系企業がフィリピンに進出しているのか知ることが出来て良かった
・フィリピンマーケットについて詳しく学べて役に立った。グラフや写真が多く用い
られていたことで分かり易く、・フィリピンで需要のあるビジネスや国民性、戦略を
分かり易く説明して下さり役に立った　専門用語を知らない私達でもたくさん学べ
た
・フィリピンで需要のあるビジネスや国民性、戦略を分かり易く説明して下さり役
に立った
・経済的関係として日本から見たフィリピンの現状を知ることが出来て、私たちの
ビジネスプランを立てる上でも非常に役に立つと思う
・私たちのプレゼンだと「原稿を読まされている」感じが出てしまうので、松本さん
の様な発表を参考にしていきたい。
・フィリピンの近代的な外観に驚いた
・難しい言葉もあったが、分かり易いプレゼンで、特に進出の鍵の所はビジネス
プランを考える際、
　ターゲットや何を商品にするかというところで役に立ちそう
・フィリピンは出稼ぎでも支えられていると知った

0.93% 0.00% 0.00%

＜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

・基本的な見方は興味ある考え方だったが、今後の方向性についてお話があっ
たものの、十分理解できる内容、方向性が不十分と感じた
・国別の経済環境は分かるが、考える視野が広すぎた
・国ごとに更に詳しく知りたかった

・具体的な話が少なかった。苦労された話やトラブルについても聞きたかった ・お話になっていることは判るが、根拠理由が十分理解、納得できなかった
・既知の情報が多かった
・外資導入の為の法律はあるが、運用する上で問題点も多々あるが、一例でも
あげていたら良かった
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第１回 第２回 第３回 第４回

ベトナム 12.41% ミャンマー 25.42% ベトナム 15.19% フィリピン 16.20%
ミャンマー 11.68% ベトナム 11.02% ASEAN 15.19% ASEAN 12.29%
インドネシア 11.68% ASEAN 8.47% タイ 14.56% ベトナム 11.17%
ASEAN 8.76% タイ 7.63% ミャンマー 11.39% インドネシア 7.82%
タイ 6.57% インドネシア 7.20% 中国 10.13% ミャンマー 6.15%
中東 5.11% カンボジア 7.20% カンボジア 4.43% インド 5.59%
インド 4.38% インド 6.78% インド 4.43% タイ 5.03%
中国 3.65% フィリピン 3.39% インドネシア 3.80% カンボジア 4.47%
マレーシア 3.65% ラオス 2.54% マレーシア 3.80% マレーシア 4.47%
アメリカ 2.92% マレーシア 2.12% ラオス 3.16% アメリカ 2.23%
アフリカ 2.92% バングラデシュ 2.12% フィリピン 1.90% 中東 1.68%
フィリピン 2.19% その他 16.10% 欧州 1.90% アフリカ 1.68%
アジア全域 2.19% その他 10.13% 中国 1.68%
その他 21.90% シンガポール 1.68%

その他 17.88%

本日得た情報を、自社の海外ビジネスのリスク管理
に

41.2%

本日得た情報を、将来的なアジア（海外）進出に役立
てたい

32.8%

本日得た情報をもとに、アジア以外の進出先も視野
に、

17.6%

その他 7.6%

今後の経営には役立たない 0.8%

・事業分野別の投資条件、環境について、特に物流における制約について
・投資の切り口のセミナーは他にあるので、モノを売るという視点でのセミナー
・鉄鋼製品の需要
・ＡＳＥＡＮ諸国の医療事情
・ＡＳＥＡＮのシリーズ化
・開発途上国における環境問題特にＡＳＥＡＮ諸国の環境法令整備状況、行政
施策と対処状況
・人材について
・ミャンマーに関するデータ等
・ベトナム、タイにおける加工食品市場
・中国、タイ、インドにおける医療機器市場
・１１月の選挙後に変革はあるか？
・国の発展に伴い、水環境問題が危惧される。水をテーマとしたセミナーを開くこ
とを検討頂きたい。JICA、大阪市は協力可能と思う。（工業団地の排水処理の
事ではなく、ヤンゴン市周辺の公共用水域の汚染の件について課題あり）
・ASEANにおけるOverseas Chineseの役割と今後の動向
・ASEANにおけるISLAMIC勢力の展開状況、今後の投資リスクのポイント

・アジアにおける将来への研究助成や学生の奨学金制度等について
・経営者又は実務者（管理職含）を対象としているかによるが、私たち実務者が聞き
たいテーマは「これで成功した、好調です」その逆で「これで失敗した、あの国にはい
かない、海外進出はしない」等、実名で企業が経験を述べるものを聞きたい
・現地経営に直結したテーマ
・海外進出の為には最低どの程度の水準の基準が必要か
・TPP
・RCEP
・M＆A
・今後の開催も期待しています

・外国人技能実習生受け入れ
・ムスリムおもてなしとハラールビジネスチャンス
・相手国の物流パートナーの紹介
・東南アジア(特に開発途上国）の今後の水道(上/下水）施設計画
・現地企業とのマッチング、一般消費財の現地販売代理店
・教育問題、教育関係
・学生向けの少し簡単なセミナー
・同様に各国のセミナーを続けてほしい

本日のセミナーで得た情報
は、今後貴社の経営に役立
ちそうですか？またどのよう
に役立てたいですか

・中国情勢を知ることが出来、マーケットの見通しを考える参考となった
・対中交流事業の企画
・産学連携グローバル対応に活用
・得意先の課題解決に役立てたい

（２）
今後どの国・地域との貿易・
投資に関心がありますか

（３）
今後セミナー等で取上げて
欲しいテーマ、要望、意見

・ASEAN人材、材料（鉄、樹脂）等の事情
・世界のヘルスケア、医療、製薬市場などの動向
・各国の具体的な注意点
・タイ、インドネシア等アセアン地域における経営者育成のための教育
・TPPの活用
・学者の話、実務的な話
・グローバル人材の採用、育成
・ASEAN各国のCSR事情
・FTA
・モンゴルとの技術支援
・ASEAN（ミャンマー）のロジスティクス
・業務向上が著しい中堅、中小企業の海外での成功及び失敗事例

・東南アジアの情勢
・ミャンマーに長期投資している会社の事例
・資本市場について今後の課題
・井土会頭の話が面白く参考になった。更に、体験談について講演頂きたい
・移転価格税制
・ＡＳＥＡＮ不動産投資事情
・ＡＳＥＡＮの統合の最新状況
・インドと日本企業の最新状況
・スポーツビジネス
・エネルギー事業
・東南アジア、南アジア、中東、南米におけるビジネス関係、新規開拓市場関係
・農業特区
・各国関税

・ミャンマーの経済
・ASEANの水道事業
・ASEAN各国の市場（国別）
・中国のミクロなマーケティング
・中国国内、訪日外国人の消費動向と対策
・中国の民営企業の動向、発展予測
・中国経済の影響は大きいので継続的に取りあげてほしい（同一講師も良い）
・中国の光と影
・バングラデシュ、ミャンマーの実態
・イスラム金融と仕組み
・業種別のタイ、ベトナム、アジア、オセアニア進出についての事例と今後進出する
際のワンポイント

・フィリピン進出企業成功者の話
・TPPを活用したアジアビジネス成功の鍵
・TPP導入によりASEANはどの様に変わるのか
・今回の様なテーマで各国の最新情報
・ASEANの法、税などのリスクについて
・ASEAN各国の外資規制法、現況比較と今後の動向
・東南アジアにおける衣料品市場の現状と今後の見込み
・“労働力の確保について”海外の労働市場の現況
・マーケット情勢
・海外での運用状況
・進出に際して実際問題となった点と解決した過程等、具体的なケーススタディ
・AECの現状

・国際情勢、日本であまり行っていないビジネス
・ASEAN各国の日系投資状況
・ASEAN経済共同体の実行ベースのあり方について
・関西企業で成功している会社
・AIIBの実態とアジアの投資の現状
・ミャンマーについて
・リスクマネジメント全般
アジア各国の現地の方の講演

・インバウンド消費市場（生活資材）、医療（具体的な新規ビジネスの可能性）
・ミャンマー、インド、メキシコに関する投資関連
・ＩＴ、情報システム関係での日本－東南アジア諸国との協業の現状と将来の展
望
・食品市場
・タイの今後
・貿易におけるトラブルと解決法
・南アジア諸国
・インフラ、生活環境の現状と今後の政策
・種々の地域についての今回のような内容
・インドネシアの市場開拓
・エネルギー政策、電力事情、農業関連事業、食品事業

・業種別のタイ、ベトナム、アジア、オセアニア進出についての事例と今後進出する
際のワンポイント
・アジア各国の技術力（競争力）
・タイムリーなテーマ
・セミナー後に交流会等の開催
・現地の実態と将来性
・現地に拠点を持つ（日系）供給者とのコンタクト
・近畿地区の地盤回復に海外戦略の再構築をアジア、新興国の力を活用すべき課
題
・各国の経済動向、見込
・インバウンド、アウトバウンドに関するセミナー

・東南アジア各国、どの様な商品が望まれているか
・食品輸出関係、食品市場（日本食ブームなど）
・東南アジアの物流
・失敗事例（投資）
・海外初進出企業の準備、心構え等
・外国人労働者について
・アウトバウンドの成功事例
・地球環境問題（大気、水、食糧、海洋など）
・中古車輸出事業
・フィリピン企業の紹介
・中央アジア
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開催日

時間

場所

テーマ

基調講演（1）

基調講演（2）

基調講演（3）

事例報告（１）

事例報告（２）

パネルディスカッション

申込者数

出席者数

ｱﾝｹｰﾄ回答枚数

　個人 19.78%

　製造業 18.68%

　学生 16.48%

　調査・コンサルタント 7.69%

　商社・貿易 5.49%

　建設 4.40%

　団体 4.40%

　省庁・自治体 3.30%

　サービス 3.30%

　流通・小売 2.20%

　金融 1.10%

　その他 13.19%

１３：００～１７：２０

大阪商工会議所　国際会議ホール

セミナー事業実施一覧表（平成２７年度）

≪環境シンポジウム≫

平成２７年度

２０１５年１０月７日（水）

『インドネシア・エビ養殖地河川流域による環境整備活動』
オルター・トレード・ジャパン　代表取締役社長

上田　誠　氏　（助成者：津留　歴子）

『グリーンエコノミーが地球を救う』
慶應義塾大学経済学部　教授

大沼　あゆみ　氏

『企業の視点から環境問題を考える』
国連ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ　ﾎﾞｰﾄﾞﾒﾝﾊﾞｰ/富士ｾﾞﾛｯｸｽ㈱　ｲｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ/

(一財）ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ　代表理事
有馬　利男　氏

アジアの経済発展と環境問題

『社会の持続可能な成長を目指して～私の取材手帳から』
ジャーナリスト
福島　敦子　氏

９１枚（回答率：７０．５％）

アンケート回答者業種

２１４名

１２９名

『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』
(特活）エコプラス　理事

大前　純一　氏　（助成者：高野　孝子　氏）

『アジアの発展と環境の在り方、今求められる日本の貢献』
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：福島　敦子　氏、大沼　あゆみ　氏、有馬　利男　氏

上田　誠　氏　、大前　純一　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

「あまり役に立たなかった」
を選択した回答意見

2.22%

0.00%

＜シンポジウム全体について＞
26.67%

71.11%

・セミナーのテーマが大きすぎて、趣旨が時間内で周知できない部分があった
・環境破壊の実態と経済成長の関わりが良く分かった。地球の危機を痛感した
・企業の社会的責任について理解が深まった
・世界が直面する環境問題と経済発展について、各企業が取っているスタンスについて、勉強できた
・テーマは良い。特定国の現状、取り組み事例も良いが、もう少し海外の具体的課題にとアして深く掘り下
げても良かったと思う
・環境に関連したシステムをアジアへ導入するにあたり、先方への環境保全の大切さをアピールする為の
参考にさせて頂きたい
・事例紹介も多く、着眼点が新鮮
・環境問題についての現状と、将来への取り組みに関して良く理解できた
・経済発展と環境両立の重要性を痛感した

・環境についての自身の認識の低さに気が付いた
・これからの「あるべき経済発展と企業の役割」についてよく理解できた
・人類の存続には経済発展よりも、環境問題は極めて重要である。しかし、先進国と発展途上国とではど
ちらを優先されるべきか？
　経済格差の解決に先進国の役目は何か？
・環境に対する意識(認識）が変わった
・マスコミ報道では得られない具体的説明があった。全体的にレベルが高くて難解ではあったが、内容が
濃かった
・ユーグレナの会社への投資をするために研究したいと感じた
・環境問題に関して、企業の社会的責任の視点から、未来への投資と捉えるべきであると示唆されている
点が印象的だった
・最初の挨拶で「持続可能社会の為の制約」を提起されたのは賛成だが、経済界、政府の原子力発電所
続行は全く矛盾したことを続行中。
　しかし、シンポジウム全体のご意見はきれいごとばかりで、これこそが問題ではないか
・ハーマンデイリー氏の三原則を知った
・環境音楽も良かった。講演会をより素晴らしいものにしたと思う
・実際的でない

・長期に渡り環境経営に取り組んでおられる方が、実施(成功）例を具体的に取り上げられている点が非常
に良かった
・環境を抜きにして経済の成長は考えられないという点に共鳴
・経済発展と環境問題を並行していくには、どの様な対策があるのか考えさせられた
・現代社会の環境への目の付け所、経営戦略を知り、如何に環境保全が大切か分かった
・今回のテーマ、特に環境問題を絡めた内容のセミナーは少ないので有意義であった
・情報発信の話題として色々学べた
・アジアの開発と環境との関係について、改めて考える機会となった
・様々な視点から環境問題について考えることが出来た
・環境活動をアピールするという本当の理由、意識を理解できていなかったと気づいた
・プログラムの構成が多岐にわたっており、内容も深く示唆に富むもので、バランスも良く、理解することが
出来た
・学生だとこういった企業の方々の取り組みを聴く機会がないので貴重だった
・環境への意識の変化が良く分かった。全体構成のバランスが良かった。環境音楽も良かった

・様々な分野のお話を聴くことが出来、勉強になった
・広い角度（企業、消費者、公的機関）の経済と環境の関わりの例を講演され、時の方向を知った。自然の
営みと人間の生活の営みの
　関わりの重要性を認識した
・環境問題を考えるきっかけとなった
・多くの方のご講演を聞くことが出来、人前で話すことの勉強にもなった。普段の授業に則した、さらに発展
した内容で興味深かった
・物事の真理を、真実を通して深く知ることが出来た
・専門の方や、現地の声を聞いた方の話がとても面白かった
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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

基調講演に対する
主な意見

要望、意見

・具体的な企業の取り組み事例があり、良く理解できると共に内容も良かった
・持続可能な社会づくりに向けた、具体的な対策を知ることが出来た
・どの方の講演もとても分かり易く、興味深いものだった
・各々、違う視点で説明頂き、理解が出来た
・各々、重要点があり、参考となった
・企業、投資家、消費者がそれぞれの立場で、環境への取り組みに変化がみられるという事が良く分かっ
た。有馬様のプレゼン資料が
　素晴らしかった
・それぞれの立ち位置から見た環境を配慮した経営戦略を知ることが出来た
・現場を知る方の視点での説明が良かった
・福島氏の取材に基づいた内容がとても参考になった
・福島氏の講演が大変分かり易かった。ジャーナリストならではの幅広い知識と最新動向等が興味深かっ
た。話がうまい

・環境問題へのコストは将来への投資、という講演が興味深かった
・福島氏の行動力を大いに生かすため、政府内で立場を与え、仕事をして頂くと、日本及び世界への貢献
となると感じた
・福島氏の講演で、この数年間での環境意識改革を聞き、導入としてとても分かり易かった
・グリーンエコノミーの促進の周知徹底の重要性が理解できた
・福島氏の講演で、この数年間での環境意識改革を聞き、導入としてとても分かり易かった
・グリーンエコノミーの促進の周知徹底の重要性が理解できた
・環境に取り組む企業の具体的な事例、グリーンエコノミーの構築、持続可能な開発目標について、大変
参考になった
・グリーンエコノミーとデカップリングの落としどころ等、もう少し詳しい説明がほしかった

4.44%

1.11%

＜基調講演について＞
32.22%

62.22%

・CSR活動の必要性を各種関係に周知して、地球環境の改善へ努力が必要。企業の社会への貢献を行う
姿勢と努力を期待する
・各企業の未来重要課題としての、CSRの取組差異によって、存続の危機となるであろう
・持続的な社会の発展には環境問題は切り離すことが出来ないことを痛感した
・新たな視点を与えてくれる機会になった。アイデアについても非常に納得のいくものであった
・経済の成長と、環境の維持をどうバランスさせるかを改めて考えさせられた
・良い点、問題点が良く分かった
・身近な環境問題の改善が重要であり、一消費者として、企業努力に応え、協力するという事が経済発展
につながるのだと各講演を
　通じて学ぶことが出来た
・環境問題に対して、どう立ち向かえば良いのか、そのための問題は何なのか分かった
・問題提起はその通り！と共鳴した

・中小企業、個人としてどの様なことが具体的にできるか理解できなかった

・環境問題が企業にとって「義務」から「経営戦略投資」に変わってきた
・有馬氏の講演が経営的に最も参考になった
・有馬氏の企業経営からの環境対応、特にラストページが印象に残った
・有馬氏の講演では、環境をはじめとした現代課題への企業の関わりの最先端の状況を学ぶことが出来
た
・有馬氏のお話が面白かった
・現地の状況を知ることが出来て良かった。地元の方の声も聴きたかった。身近なところからの説明で学
生でも分かり易かった
・学生にも分かり易い説明で、聞いた事のある、又、知っている題材でも、違う視点での内容もあり参考に
なった
・企業にとっての、環境問題への取り組みの本質的な部分が理解できた
・利益の追求と環境への配慮は両立しなければならず、コストではなく未来への投資であるという講演が
印象的だった

・環境対策が企業の義務と捕らえていたことが、もうそうでないことを思い知らされた。環境問題は未来の
投資であり、経営戦略となるのだ
　との言葉は重いです
・自然環境と経済との関係について、単に精神論、倫理論でアプローチするのではなく、「自然への支払」
という具体的な概念で説明
　されたのは、新鮮な発見だった
・GDPという言葉は世界的に広まっており、GDPを追及することが経済を発展していく方法だと思っていた
が、今回の講演でGDPには
　環境等を失うことが反映されていない事実を知った。GDPの計算の改善、GDPの情報提供には非常に同
感した。生態系サービスへの
　支払いの導入を進め、環境に対する意識を高めることが出来ればと思う
・環境問題を解決することによって、人間の生活や健康に関わることが良く分かった
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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

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＞
29.63%

・環境と人との関わりの重要性を再認識させられた
・ヤップ島の事例が印象に残った。発展を追い求めると環境だけでなく人とのかかわり方まで変わってしま
う。日本は今まで見て見ぬふりをして、
　色々なものを犠牲にして発展してきたことを実感した。中国資本の開発による環境破壊が懸念されるが、
日本も東南アジアなどで燃料の為
　自然破壊をしているからそちらにも目を向けなければならないと思った
・ヤップ島での環境破壊が進んでいることについて、深く話を聴くことが出来た
・一つ一つは小さな一歩だが、この積み重ねが大きな本来の目的に繋がると感じた
・SDGSの取組も大変参考になった。又、全世界で推進している点は初めて知った
・具体的なCSR経営が参考になった
・日本の企業がどのくらい環境問題に向き合っているのか良く分かった
・日本では当たり前になってきている事（環境）も、途上国では未発達であることが認識できた

・どの様な取っ掛かりで始めたのか？もう少し説明がほしい
・時間及び説明の内容不足
・現実的な金銭の動きが曖昧だった

1.23%

・他国での活動報告の実態が分かり、日本においてどの様に考えていけば良いのかを考えるきっかけと
なった
・一般の環境、CSRセミナーでは知り得ない貴重な内容だった
・もっと工夫すればさらによくなると思う
・環境問題対策途上地域の現状が理解できた
・知らない問題が世界にたくさんあるという事を知ることが出来た
・インドネシアやミクロネシアの具体的な活動を継続し、拡大すべきと思った
・海外での貢献、りそな財団の公益性が良く理解できた
・この種の取り組みをメディアを活用して広報を推進しては？
・りそな財団の資金がどの様に使われているのかを知ることが出来た
・写真を見ながらの説明で、具体的で分かり易かった。環境、理念に投資を考えていきます
・世界の島々のこと等、具体的な話はとても興味深いものだった
・日本がいろんな形で途上国の役に立とうとしていることを知った
・インドネシア、ヤップ島など、これまで知らなかった場所での地道かつ、大切な取り組みを知ることができ
た

54.32%

14.81%

0.00%

・「教育」がキーワードであったかと思う。子供、企業人等に対する教育が地道であるが、基本であると感じ
た
・三者の知識、知恵が融合した話の展開となり、内容に深みが出た
・登壇内容以上に、さらに踏み込んだ話題を提供してくれた点が非常に良かった
・企業としても環境問題はコストがかかるが、将来に向かって環境を守るのだ、とのストーリーを消費者に
伝える努力が必要か？
・素晴らしい。このテーマでの議論を社内で活発にさせたいと思った
・有馬氏の事例、ポーター仮説が勉強になった
・パネラーそれぞれの立場から、具体的に分かり易い説明とメッセージを得られ、非常に示唆に富むもの
であった
・各講演でお話頂いた事への理解、新たな気付きとなった
・皆様が共通して持っておられる環境活動と経済発展の考えを改めて伺うことが出来、頭の整理が少しで
きた
・最後のまとめとして、シンポジウム全体の内容について理解を深めることが出来た
・環境をうまく使って利益を出す、という考え方を聞くことが出来、有意義だった
・福島氏の話は引き込まれる。素晴らしい。プロだと再確認した。環境で儲ける＝保護ということが広がれ
ば良いと思った
・環境問題は府の要素ではなく、社会の発展に繋げていける問題であるという事の認識が深まった
・グリーンエコノミーについて、説得力があった
・環境規制が、その後の機会と企業メリットに昇華する確信を得た（TPPや原発問題も乗り越えられるので
はないか）
・社会、企業、学生、環境について幅広くディスカッションしていただき、深く考えていくべき課題について、
ヒントが得られた

50.88%

1.75%

＜パネルディスカッションについて＞
47.37%

・もっと本音の討論をしてほしかった。建前で終わった感じが残る。具体的な例で討論してほしかった
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中国 19.38%

インドネシア 6.98%

日本 6.98%

アフリカ 6.20%

ベトナム 6.20%

インド 4.65%

東南アジア 3.88%

タイ 3.10%

ブラジル 3.10%

フィリピン 3.10%

フィリピン 3.10%

ミャンマー 3.10%

アメリカ 3.10%

韓国 1.55%

アジア全域 1.55%

その他 24.03%

今後シンポジウム等で
取上げて欲しい

テーマ、要望、意見

・アジアの経済成長に係る注目点、環境問題、その他法的なこと
・環境、健康、食育などを絡めたセミナー
・地球の環境問題
・アジア、太平洋地域の貧困問題
・資源の再利用、子供への資源についての教育
・アジアへの投資について
・政治、経済面での東京一極集中が続いているが、地方(特に大阪）創生について
・美しい街づくり
・イスラムビジネス、IPO、コンテンツ、メディア、ノーベル賞とビジネスの関連性
・企業、消費者、行政（自治体）、実務業者全体の取組をテーマに
・国際金融（AIIB,ADB等)
・防災(経済発展と防災）、減災、災害復興
・経済連携（TPP,RCEP等)
・中国に関する環境問題
・環境の分野での動物の生態系
・「農業という職業の地位価値を上げる」をテーマに
・貧困地域を活性化させる方法
・環境教育、ベンチャー企業の取組
・健康問題（環境との関連で）
・国防と環境の維持
・CO2と温暖化の関係と排出権取引

＜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
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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》
No. 研　究　題　目 研　究　者 研究者所属 助成金額

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
にわ　みつる

丹羽　充

一橋大学大学院
社会学研究科
博士後期課程

640,000

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―
やなぎさわ　えいすけ

柳沢　英輔
国立民族学博物館

外来研究員
　*1）1,990,000

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
なむ　じゃう

那木　加甫

総合研究大学院大学
文化科学研究科
博士後期課程

　*2）1,620,000

4
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―
あいざわ　りさ

相澤　里沙
立教大学アジア地域研究所

特別研究員
600,000

5 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
のざき　くるみ

野﨑　くるみ

西蔵大学
旅遊与外語学院

日本語講師
550,000

6
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
かたくら　しずお

片倉　鎮郎

Ph.D.student,Department of
History,Savitribai Phule Pune

University
1,130,000

7
日本統治初期台湾の地域社会と土地問題

－植民地国家－社会関係の視角から
にった　りゅうき

新田　龍希

東京大学
教養教育高等化機構

特任助教
760,000

8
菜園・華僑華人・商業から問い直すチャオプラヤー・デルタ
―水上市場の役割の変遷にみるデルタ海岸部の環境史

さじ　ふみ

佐治　史

京都大学大学院
ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ地域研究研究科

一貫制博士課程
600,000

9
植民地期朝鮮における衣服の社会史的研究

―民衆の衣生活における実践とその変化の分析を通じて―
ひらの　つるこ

平野　鶴子

東京大学大学院
人文社会系研究科

博士課程
810,000

10
「集団非公式帝国」と国際開発の間

―中国国際管理構想から国際連携の対中技術協力へ―
おびや　しゅんすけ

帶谷　俊輔

東京大学大学院
総合文化研究科

博士課程
700,000

11
台湾におけるシラヤ族の民族的アイデンティティの

形成に関する人類学的研究
―博物館資料の社会還元と先住民族の手工芸再興を中心に―

ろ　いーぴん

呂　怡屏

総合研究大学院大学
文化科学研究科
博士後期課程

770,000

12 インドネシアにおける企業監督制度の実効性
こにし　てつ

小西　鉄

京都大学東南アジア研究所
連携研究員/
大阪国際大学
非常勤講師

800,000

13 ムスリム市民社会と近代教育の関連の歴史的解明
みずさわ　すみと

水澤　純人

京都大学大学院
ｱｼﾞｱ・ｱﾌﾘｶ地域研究研究科

博士課程
600,000

《共同研究プロジェクト助成》
No. 研　究　題　目 研　究　者 研究者所属 助成金額

14 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
こじま　ひろゆき

小島　浩之

東京大学大学院
経済学研究科

講師
　*3）1,340,000

15
東南アジアと日本の防災協力：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
きば　さや

木場　紗綾

同志社大学
政策学部

助教
750,000

平成27年度 助成事業

*1）前期780,000円、後期1,210,000円助成したものを合計で表示

*2）前期720,000円、後期900,000円助成したものを合計で表示

*3）前期640,000円、後期700,000円助成したものを合計で表示
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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》
No. 研　究　題　目 研　究　者 研究者所属 助成金額

16 「アジアにおける国際連盟」若手研究者国際会議の開催
さいかわ　たかし

齋川　貴嗣

早稲田大学大学院
アジア太平洋研究科

日本学術振興会
特別研究員PD

1,200,000

(３）啓発・広報活動助成
《出版助成》
No. 研　究　題　目 研　究　者 研究者所属 助成金額

17 『海峡植民地ペナンの華人と政治参加』出版企画
しのざき　かおり

篠崎　香織

北九州市立大学
外国語学部

准教授
1,200,000

18
書籍出版「インドネシア国家と西カリマンタン華人

：「辺境」からのナショナリズム形成」
まつむら　としお

松村　智雄

早稲田大学
アジア太平洋研究ｾﾝﾀｰ

助手
1,200,000

平成27年度助成事業　助成金合計
*4)　21件 17,260,000円

No. 活　動　題　目　（　企　画　名　） 申　請　者 研究者所属 助成金額

1 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/

特活）ｴｺﾌﾟﾗｽ 代表理事
1,000,000

2
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
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

4
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
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

九州大学大学院
工学研究院 環境社会部門

主幹教授
1,000,000

6 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
1,000,000

7 ネパール・バグマティ川再生のはじめの一歩、親子で学ぶ川の環境
なかた　とよかず

中田　豊一
特定非営利法人ムラのミライ

代表理事
990,000

8
域学連携事業としての産業廃棄物を利用した新たな観光資源の

波及と環境保全活動―モーリシャス・パームリーフプロジェクト
いたがき じゅんぺい

板垣　順平

神戸大学篠山ﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ
学術研究員

（元 名古屋市立大学 研究員）
1,000,000

9
モンゴルにおけるサイレージ技術の導入を通じた自然災害への

地域適応力の向上および防災・環境教育の普及、発展
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
1,000,000

10
ミャンマー連邦共和国でのゴミ分別及び処理の教育及び

実施フォローとモデル化及び他地区への水平展開
やまぐち　たつお

山口　竜生
ＮＰＯ法人日本ﾐｬﾝﾏｰ豊友会

事務局長
980,000

11 モンゴル国ゴビ地域における牧畜民による砂漠化防止活動
なかむら　ひろし

中村　洋
(一財）地球・人間環境ﾌｫｰﾗﾑ

研究員
1,000,000

平成27年度環境事業　助成金合計
11件 10,970,000円

平成27年度 環境事業

*４）案件No2、3、14の３案件について前後期2回助成分をカウント
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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》
No. 研　究　題　目 研　究　者 研究者所属 助成金額

1
中国ムスリムの移動とエスニシティに関する歴史人類学的研究：

１９－２０世紀中央アジアへの移民
うんの　のりこ

海野　典子

東京大学大学院
総合文化研究科

博士課程
1,000,000

2
二元法制の形成と展開：

マレーシア地域におけるイスラム法制史の再考
みつなり　あゆみ

光成　歩
国立国会図書館
非常勤研究員

1,050,000

(２）国際交流活動助成
《国際会議、シンポジウム等開催助成》
No. 研　究　題　目 研　究　者 研究者所属 助成金額

3
孫文生誕１５０周年記念国際学術シンポジウム：

「孫文とアジア太平洋―ネイションを越えて」
おがた　やすし

緒形　康

神戸大学大学院
人文研究科

教授
1,200,000

平成28年度(前期)助成事業　助成金合計
3件 3,250,000円

平成28年度 助成事業
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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 ６ 回  財 務 諸 表 等 
 

（平成２７年４月１日～平成２８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 

 
 
 
 



科　目

Ⅰ　資産の部       

　１．流動資産

　　　　現金預金 7,944,458 4,655,688 3,288,770

　　　　未収収益 2,892,768 1,700,422 1,192,346

　　　流動資産合計  10,837,226  6,356,110   4,481,116  

　２．固定資産

　　(1) 特定資産

　　　　国際交流事業資金 809,122,202 795,302,239 13,819,963

　　　　管理運営資金 219,172,925 214,415,443 4,757,482

　　　特定資産合計  1,028,295,127 1,009,717,682 18,577,445  

　　(2) その他固定資産

　　　　建物付属設備 547,037 595,304 △ 48,267

　　　　ソフトウェア 558,144 79,940 478,204

　　　　敷金 2,856,000 2,856,000 0

　　　その他固定資産合計  3,961,181 3,531,244 429,937  

　　　固定資産合計  1,032,256,308 1,013,248,926 19,007,382  

　　　資産合計  1,043,093,534 1,019,605,036 23,488,498  

Ⅱ　負債の部   

　１．流動負債

　　　　未払金 583,977 45,822 538,155

　　　流動負債合計  583,977 45,822 538,155  

　２．固定負債 0 0 0

　　　負債合計  583,977 45,822 538,155  

Ⅲ　正味財産の部   

　１．指定正味財産

寄附金 1,024,975,888 1,006,416,475 18,559,413

　　　指定正味財産合計  1,024,975,888 1,006,416,475 18,559,413  

　　　　（うち特定資産への充当額） 【 1,024,975,888 【 1,006,416,475 】 【 18,559,413 】

　２．一般正味財産 17,533,669 13,142,739 4,390,930

　　　　（うち特定資産への充当額） 【 3,319,239 【 3,301,207 】 【 18,032 】

　　　正味財産合計  1,042,509,557 1,019,559,214 22,950,343  

　　　負債及び正味財産合計  1,043,093,534 1,019,605,036 23,488,498  

（平成２８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 　  5,869,720  2,074,738  7,944,458

　　　　未収収益 　  1,819,736  1,073,032  2,892,768

　　　　流動資産合計  7,689,456  3,147,770  10,837,226

　　２．固定資産 

　　　(1) 特定資産 　

　　　　国際交流事業資金 　  809,122,202  0  809,122,202

　　　　管理運営資金 　  0  219,172,925  219,172,925

　　　　特定資産合計  809,122,202  219,172,925  1,028,295,127

　　　(2) その他固定資産 　

　　　　建物付属設備 　  437,628  109,409  547,037

　　　　ソフトウェア 　  446,515  111,629  558,144

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

　　　　その他固定資産合計  3,168,943  792,238  3,961,181

　　　　固定資産合計  812,291,145  219,965,163  1,032,256,308

　　　　資　産　合　計  819,980,601  223,112,933  1,043,093,534

Ⅱ　負債の部

　　１．流動負債 

　　　　未払金 　  574,150  9,827  583,977

　　　　流動負債合計  574,150  9,827  583,977

　　　　固定負債  0  0  0

　　　　負　債　合　計  574,150  9,827  583,977

Ⅲ　正味財産の部

　　１．指定正味財産 

寄附金  809,122,195  215,853,693  1,024,975,888

　　　　指定正味財産合計  809,122,195  215,853,693  1,024,975,888

　　　　（うち特定資産への充当額） 　 【809,122,195】 【215,853,693】 【1,024,975,888】

　　２．一般正味財産  10,284,256  7,249,413  17,533,669

　　　　（うち特定資産への充当額） 　 【7】 【3,319,232】 【3,319,239】

　　　　正味財産合計  819,406,451  223,103,106  1,042,509,557

　　　　負債及び正味財産合計  819,980,601  223,112,933  1,043,093,534

(平成２８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 17,541,423 14,921,563 2,619,860
　　　　　特定資産受取利息 17,541,423 14,921,563 2,619,860
　　　　　　国際交流事業資金受取利息 15,004,497 12,716,004 2,288,493
　　　　　　管理運営資金受取利息 2,536,926 2,205,559 331,367
　　　　　受取寄付金等振替額 42,067,587 11,919,425 30,148,162
　　　 雑収益 3,573 511,530 △ 507,957
　　　　　受取利息 2,385 4,196 △ 1,811
　　　　　雑収益 1,188 507,334 △ 506,146
　　　　経常収益計 59,612,583 27,352,518 32,260,065
  (2) 経常費用
　　　　事業費 52,228,931 45,254,562 6,974,369
　　　　　支払助成金 28,230,000 24,490,000 3,740,000
　　　　　会議費 294,847 127,752 167,095
　　　　　旅費交通費 4,196,138 2,850,504 1,345,634
　　　　　通信運搬費 400,606 370,491 30,115
　　　　　消耗什器備品費 2,039,824 1,449,024 590,800
　　　　　消耗品費 100,145 113,714 △ 13,569
　　　　　印刷製本費 3,664,272 3,310,052 354,220
　　　　　新聞図書費 90,384 100,225 △ 9,841
　　　　　光熱水料費 139,075 132,144 6,931
　　　　　賃借料 4,405,772 4,459,234 △ 53,462
　　　　　雑費 8,541,801 7,716,880 824,921
　　　　　減価償却費 126,067 134,542 △ 8,475
　　　　　　建物付属設備減価償却費 38,614 38,614 0
　　　　　　ソフトウェア償却 87,453 95,928 △ 8,475
　　　　管理費 2,247,162 2,110,326 136,836
　　　　　会議費 193,625 85,171 108,454
　　　　　旅費交通費 520,018 564,252 △ 44,234
　　　　　通信運搬費 93,530 89,906 3,624
　　　　　消耗什器備品費 23,092 1,320 21,772
　　　　　消耗品費 25,037 26,498 △ 1,461
　　　　　印刷製本費 99,574 72,897 26,677
　　　　　新聞図書費 22,595 25,057 △ 2,462
　　　　　光熱水料費 34,771 33,035 1,736
　　　　　賃借料 776,628 776,628 0
　　　　　雑費 426,776 401,927 24,849
　　　　　減価償却費 31,516 33,635 △ 2,119
　　　　　　建物付属設備減価償却費 9,653 9,653 0
　　　　　　ソフトウェア償却 21,863 23,982 △ 2,119
　　　　経常費用計 54,476,093 47,364,888 7,111,205
　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 5,136,490 △ 20,012,370 25,148,860
　　　　　特定資産評価損益等 △ 745,560 4,438,380 △ 5,183,940
　　　　　評価損益等計 △ 745,560 4,438,380 △ 5,183,940
　　　　　当期経常増減額 4,390,930 △ 15,573,990 19,964,920
 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 4,390,930 △ 15,573,990 19,964,920
　　　　　一般正味財産期首残高 13,142,739 28,716,729 △ 15,573,990
　　　　　一般正味財産期末残高 17,533,669 13,142,739 4,390,930
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　　特定資産評価益 65,450,000 65,710,520 △ 260,520
　　　　　特定資産評価損 △ 4,823,000 0 △ 4,823,000
　　　　　一般正味財産への振替額 △ 42,067,587 △ 11,919,425 △ 30,148,162
　　　　　当期指定正味財産増減額 18,559,413 53,791,095 △ 35,231,682
　　　　　指定正味財産期首残高 1,006,416,475 952,625,380 53,791,095
　　　　　指定正味財産期末残高 1,024,975,888 1,006,416,475 18,559,413
Ⅲ　正味財産期末残高 1,042,509,557 1,019,559,214 22,950,343

（平成２７年４月１日から平成２８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 15,004,497 2,536,926 17,541,423
　　　　　特定資産受取利息 15,004,497 2,536,926 17,541,423
　　　　　　国際交流事業資金受取利息 15,004,497 0 15,004,497
　　　　　　管理運営資金受取利息 0 2,536,926 2,536,926
　　　　　受取寄付金等振替額 41,686,096 381,491 42,067,587
　　　 雑収益 3,096 477 3,573
　　　　　受取利息 1,908 477 2,385
　　　　　雑収益 1,188 0 1,188
　　　　経常収益計 56,693,689 2,918,894 59,612,583
  (2) 経常費用
　　　　事業費 52,228,931 0 52,228,931
　　　　　支払助成金 28,230,000 0 28,230,000
　　　　　会議費 294,847 0 294,847
　　　　　旅費交通費 4,196,138 0 4,196,138
　　　　　通信運搬費 400,606 0 400,606
　　　　　消耗什器備品費 2,039,824 0 2,039,824
　　　　　消耗品費 100,145 0 100,145
　　　　　印刷製本費 3,664,272 0 3,664,272
　　　　　新聞図書費 90,384 0 90,384
　　　　　光熱水料費 139,075 0 139,075
　　　　　賃借料 4,405,772 0 4,405,772
　　　　　雑費 8,541,801 0 8,541,801
　　　　　減価償却費 126,067 0 126,067
　　　　　　建物付属設備減価償却費 38,614 0 38,614
　　　　　　ソフトウェア償却 87,453 0 87,453
　　　　管理費 0 2,247,162 2,247,162
　　　　　会議費 0 193,625 193,625
　　　　　旅費交通費 0 520,018 520,018
　　　　　通信運搬費 0 93,530 93,530
　　　　　消耗什器備品費 0 23,092 23,092
　　　　　消耗品費 0 25,037 25,037
　　　　　印刷製本費 0 99,574 99,574
　　　　　新聞図書費 0 22,595 22,595
　　　　　光熱水料費 0 34,771 34,771
　　　　　賃借料 0 776,628 776,628
　　　　　雑費 0 426,776 426,776
　　　　　減価償却費 0 31,516 31,516
　　　　　　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 21,863 21,863
　　　　経常費用計 52,228,931 2,247,162 54,476,093
　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 4,464,758 671,732 5,136,490
　　　　　特定資産評価損益等 540,040 △ 1,285,600 △ 745,560
　　　　　評価損益等計 540,040 △ 1,285,600 △ 745,560
　　　　　当期経常増減額 5,004,798 △ 613,868 4,390,930
 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 5,004,798 △ 613,868 4,390,930
　　　　　一般正味財産期首残高 5,279,458 7,863,281 13,142,739
　　　　　一般正味財産期末残高 10,284,256 7,249,413 17,533,669
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　　　　特定資産評価益 60,330,000 5,120,000 65,450,000
　　　　　特定資産評価損 △ 4,823,000 0 △ 4,823,000
　　　　　一般正味財産への振替額 △ 41,686,096 △ 381,491 △ 42,067,587
　　　　　当期指定正味財産増減額 13,820,904 4,738,509 18,559,413
　　　　　指定正味財産期首残高 795,301,291 211,115,184 1,006,416,475
　　　　　指定正味財産期末残高 809,122,195 215,853,693 1,024,975,888
Ⅲ　正味財産期末残高 819,406,451 223,103,106 1,042,509,557

（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日）

正味財産増減計算書内訳表
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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

管理運営資金

投資有価証券 214,415,443 203,459,082 203,821,600 5,120,000 219,172,925

国際交流事業資金

投資有価証券 795,302,239 142,000,000 183,687,037 55,507,000 809,122,202

合　計 1,009,717,682 345,459,082 387,508,637 60,627,000 1,028,295,127

財　務　諸　表　に　対　す　る　注　記
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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

管理運営資金

投資有価証券 219,172,925 215,853,693 3,319,232

国際交流事業資金

投資有価証券 809,122,202 809,122,195 7

合　計 1,028,295,127 1,024,975,888 3,319,239

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） 868,817 321,780 547,037

その他固定資産(ソフトウェア） 1,187,070 628,926 558,144

合　計 2,055,887 950,706 1,105,181

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）

内　　容 金　　額

経常収益への振替額

　公益目的事業費への振替 41,686,096

　法人運営経費への振替 381,491

合　　計 42,067,587
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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。 
 
 
２．引当金 
 
   該当なし 



（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 7,944,458

未収収益 保有債券未収利息 運転資金として 2,892,768

流動資産計 10,837,226

（固定資産）

特定資産 管理運営資金 公益目的事業に必要な業務又は

投資有価証券 活動の用に供する財産であり

シルフリミテッドシリーズ50283
[ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ･ﾍﾟｰｴﾙｼｰ] 運用益を財源として使用 185,120,000

野村FFF（ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ） 34,052,925

219,172,925

国際交流事業資金 交付者の定めた使途に充てる

投資有価証券 ために保有している資金で、

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 100,244,000

シルフリミテッドシリーズ１７５０
[第43回　利付国債(30年)] の財源として使用 335,580,000

シルフリミテッドシリーズ１８４６
[第44回　利付国債(30年)] 226,320,000

シルフリミテッドシリーズ50283
[ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ･ﾍﾟｰｴﾙｼｰ] 46,280,000

シルフリミテッドシリーズ50366
[ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ] 92,240,000

野村FFF（ﾌﾘｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌｧﾝﾄﾞ） 8,458,202

809,122,202

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。 547,037

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、 558,144

運営管理の用に供している。 3,961,181

固　定　資　産　合　計 1,032,256,308

資　産　合　計 1,043,093,534

（流動負債） 未払金 セミナー印刷費等 当年度発生費用の未払分 583,977

583,977

583,977

1,042,509,557

財　　産　　目　　録

（平成２８年３月３１日現在）

貸借対照表科目

正  味  財  産

負  債  合  計

流　動　負　債　合　計
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