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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２９年４月１日から

平成３０年３月３１日まで（以下、当年度という）の８期目の当年度が、公益財団法人として

は実質的に、７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　９８７名）

（１）日中国交正常化45周年行事　日中経済交流の更なる発展を目指して（出席者２５１名）

平成２９年６月２9日　於：りそなグループ大阪本社ビル　地下２階 講堂

第１部　日中経済交流の更なる発展を目指して

講師：中華人民共和国駐日本国大使館　駐日中国大使　　程　永華　氏

第２部　関西から見た日中経済交流への期待

講師：伊藤忠商事株式会社　常務執行役員社長補佐（関西担当）　深野　弘行　氏

（２）アジアのビジネスチャンスをどう掴むか

～ミャンマー・タイの最新投資環境～（出席者２０３名）

平成２９年１１月７日　於：りそなグループ大阪本社ビル　地下２階 講堂

第１部　ミャンマーのビジネス環境とエデン・グループの経営戦略

講師：Eden Hotels&Resorts　Executive Director　タン・トゥット　氏

ミャンマー・アペックス銀行（Eden Group)副社長　チョー・ソー・ミン　氏

第２部　最新タイ投資奨励政策

講師：タイ投資委員会（BOI)副長官　ボンゴット・アヌロート　氏

（３）２０１８年新春セミナー（出席者２６６名）

世界の成長エンジン・アジア～その成長をどう取り込むのか～

平成３０年１月１０日　於：大阪商工会議所　７F 国際会議ホール

第１部　インド政治経済情勢概観

講師：日本貿易振興機構（ジェトロ）理事　　野口　直良　氏

第２部　ロート製薬のグローバル戦略とベトナム市場開発

講師：ロート製薬株式会社　取締役経営戦略推進本部ディレクター　斉藤　雅也　氏

（４）アジアにおけるビジネス課題をどう乗り越えるか

～マレーシアへの新たな展開を探る～（出席者１３５名）

平成３０年３月１５日　於：シティプラザ大阪　２階 旬の間

第１部　マレーシアにおける投資機会

講師：マレーシア投資開発庁　大阪事務所　所長　ユスリ・ジャマール　氏

第２部　アジアにおける契約トラブル事例と仲裁の活用

講師：一般社団法人日本商事仲裁協会　理事・仲裁部長　中村　達也　氏
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（５）環境シンポジウム（出席者１３２名）

”おいしい”から考えるアジアの環境問題～地産地消と知産知消～

平成２９年１２月７日　於：ウェスティンホテル大阪　４階 花梨の間

基調講演　コウケンテツさんのおいしい話

講師：料理研究家　コウケンテツ　氏

基調講演　持続可能な農業を目指すＣＳＶ活動

講師：キリン株式会社　執行役員　ＣＳＶ戦略部長　　林田　昌也　氏

事例発表　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～

報告者：総合地球環境学研究所　嶋田　奈穂子　氏

事例発表　ベトナム北部山岳に暮らすムオン民族と取り組む環境保全型の村づくり

報告者：特定非営利活動法人　Seed to Table理事長　伊能　まゆ　氏

パネルディスカッション　アジアの環境問題をもっとおいしく考える

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：コウケンテツ氏、林田昌也氏、伊能まゆ氏

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

・国際学術交流助成

・出版助成

当年度の助成額は、計30件24,250千円であり、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、平成29年度の公募により

94件の応募があり、当財団助成事業選考委員会の選考を経て、平成30年2月開催の理事会

において、継続案件5件4,680千円含む、24件17,370千円の助成を決定した。

（２）国際学術交流助成

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、平成29年度

公募により15件の応募があり、当財団助成事業選考委員会の選考を経て、平成30年2月

開催の理事会において、4件4,480千円の助成を決定した。

（３）出版助成

我が国とアジア・オセアニア諸国との政治、経済、文化、歴史等に関する調査研究及び

国際学術交流に関する著作物を出版・広報する者に対する助成で、平成29年度公募により

13件の応募があり、当財団助成事業選考委員会の選考を経て、平成30年2月開催の理事会

において、2件2,400千円の助成を決定した。
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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に対して助成を行っているもの。公募により15件の新規案件の応募

があり、当財団環境事業選考委員会の選考を経て、平成30年2月開催の理事会において、平成30

年度案件として新規案件3件、継続案件7件、合計10件9,910千円の支援を決定した。

Ⅱ.庶務事項

１．理事会

（１）平成２９度第１回理事会

  　開催日　：　平成２９年５月３０日　於：りそな銀行大阪本社ビル

　  議　案　：　１．平成２８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

３．「助成事業選考委員会規程」ならびに「環境事業選考委員会規程」改定の件

４．「個人情報保護方針」ならびに「個人情報保護規程」改定の件

  　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２８年度運用状況の報告

  　以上、第１号議案から第４号議案まで可決承認された。

（２）（決議省略）理事会（平成２９年６月２１日）

  　議　案　：　１．理事長選定の件

  　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。

（３）平成２９年度第２回理事会

  　開催日　：　平成３０年２月２１日　於：りそな銀行大阪本社ビル

  　議　案　：　１．平成３０年度助成事業案件選考の件

２．平成３０年度環境事業案件選考の件

３．平成３０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

　  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２９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．評議員会

（１）平成２９年度定時評議員会

　  開催日　：　平成２９年６月２１日　於：シェラトン都ホテル東京

  　議　案　：　１．平成２８年度計算書類・事業報告の承認の件

２．理事選任の件

  　報告事項：　１．理事会の決議内容について、実施事業内容について

　  以上、第１号議案から第２号議案まで可決承認された。
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３．選考委員会

（１）第８回助成事業選考委員会

  　開催日　：　平成２９年１２月１３日　於：シェラトン都ホテル東京

　  議　案　：　１．助成案件選考の件

２．平成３０年度事業計画について

　  以上、第１号議案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８回環境事業選考委員会

　  開催日　：　平成２９年１２月６日　於：りそな銀行大阪本社ビル

　  議　案　：　１．助成案件選考の件

２．平成３０年度事業計画について

  　以上、第１号議案にて助成（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２９年６月２１日代表理事 廣冨靖以 氏の退任に伴い、池田博之 氏が後任の

理事・代表理事（理事長）に就任した。

（任期は平成２９年６月２１日から平成３０年６月定時評議員会の終結の時まで）

５．登記・届出事項

（１）登記事項

　　平成２９年６月２２日　代表理事交代に伴う登記を行った。

（２）内閣府への届出等

　　平成２９年６月３０日　事業報告等の提出を行った。

　　平成２９年７月　４日　代表理事交代に伴う届出を行った。

　　平成３０年３月２２日　平成３０年度事業計画書等の提出を行った。

６．その他

（１）平成２９年６月２９日開催のセミナーは、中華人民共和国の駐日本特命全権大使である

程永華氏を招聘し、外務省より日中国交正常化４５周年行事の認定をいただき実施した。

世界が注目する「一帯一路」政策について、中国政府要人が関西の経済人向けに直接語

るという極めて稀少なものとなり、図らずも安倍総理が３週間前に開催された国際シン

ポジウムの席上で「一帯一路」へ初めて前向きなコメントをしたことから、日中関係改

善に向けて正しく時機を得た非常に有意義な催しであった。

（因みに、アジア諸国との国際交流促進を主目的として活動する当財団としては、過去

中国に関わる調査研究に対して77件、88,750千円の助成実績があり、日中友好関係構

築への側面支援を果たしてきたものといえる。）

　　また、セミナー開催前の時間において、セミナー共催団体である大阪府、大阪市、主要

　　関西経済団体の代表者を交えて、程大使夫妻との懇談会を実施した。各団体代表者と程

　　大使との間で、関西と中国の経済交流についての談義が活発になされるとともに、汪婉

　　大使夫人が１９９７年に当財団の調査研究助成を受けていただいていたことに話が及び、

　　非常にアットホームで和やかな雰囲気の懇談会となった。
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（２）助成事業において、近年申込件数が１００件を超える状況になり採択率が１５％前後と

合格難易度が高くなっていたが、今年度は予算増額効果と評価・選考方法の見直しによ

り、新規案件採択率を一応の目安としていた２０％迄高めることができた。

（３）環境助成事業の視察を主目的として、平成２９年７月１６日より７月２３日まで、ベト

ナム、タイへ海外出張した。ベトナムでは、本年度より助成を実施している伊能まゆ氏

　　のハノイ北部山岳地域少数民族への環境保全型農業支援についてヒアリングを実施し、

　　国際協力銀行ハノイ事務所を訪れてベトナムの投資環境についてのレクチャーを受けた。

タイではまずチェンマイに赴き、これも本年度より助成支援している凌祥之氏の事業に

　　ついて、現地のカウンターパートであるチェンマイ大学教授より現地説明を受けた。

　　その後バンコクへ移動しＪＩＣＡ事務所を訪問。セミナー事業の関連で、タイの日系企

　　業進出状況等についてのヒアリングを行った。
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　製造業 27.6% 　製造業 31.7% 　製造業 42.9% 　製造業 35.5%

　商社・貿易 20.4% 　商社・貿易 14.3% 　商社・貿易 12.8% サービス 10.5%

　団体 11.8% 　金融 10.3% 　調査・コンサルタント 9.0% 　商社・貿易 9.2%

　調査・コンサルタント 9.9% 　調査・コンサルタント 8.7% サービス 6.8% 　建設 7.9%

　省庁・自治体 5.9% サービス 6.3% 　省庁・自治体 5.3% 　調査・コンサルタント 6.6%

サービス 5.3% 　物流 5.6% 　団体 4.5% 　流通・小売業 5.3%

　金融 3.9% 　流通・小売業 4.0% 　金融 3.0% 　団体 5.3%

　物流 3.3% 　建設 2.4% 　流通・小売業 3.0% 　省庁・自治体 3.9%

　流通・小売 2.6% 　情報・通信関連 2.4% 　建設 3.0% 　金融 2.6%

　建設 2.6% 　省庁・自治体 1.6% 　物流 1.5% 　物流 2.6%

　情報・通信関連 2.0% 　団体 1.6% 　情報・通信関連 1.5% 　情報・通信関連 1.3%

　その他 4.6% 　その他 11.1% 　その他 6.8% 　その他 9.2%

非常に役に立った 19.3% 非常に役に立った 8.6% 非常に役に立った 31.9% 非常に役に立った 24.7%

役に立った 63.5% 役に立った 50.8% 役に立った 64.5% 役に立った 67.5%

あまり役に立たなかった 16.0% あまり役に立たなかった 34.4% あまり役に立たなかった 3.5% あまり役に立たなかった 6.5%

役に立たなかった 1.1% 役に立たなかった 6.3% 役に立たなかった 0.0% 役に立たなかった 1.3%

具体的感想

非常に役に立った 39.0% 非常に役に立った 39.4% 非常に役に立った 25.8% 非常に役に立った 42.9%

役に立った 56.5% 役に立った 55.0% 役に立った 60.8% 役に立った 50.8%

あまり役に立たなかった 4.5% あまり役に立たなかった 5.5% あまり役に立たなかった 12.5% あまり役に立たなかった 4.8%

役に立たなかった 0.0% 役に立たなかった 0.0% 役に立たなかった 0.8% 役に立たなかった 1.6%

具体的感想

今後取上げて欲しいテーマ
セミナーへの要望・意見等

・ＡＳＥＡＮ各国や中東など、いろんな国の情報を紹介して欲しい
・ベトナム、ミャンマーの経済について
・ベトナムとフィリピンの国情を聞きたい
・米国離脱後、多国間貿易協定のあり様、方策について
・アジア経済の実情を交えた現状分析と将来展望
・東南アジアと日本との関わり強化につながるテーマをお願いします

・中国、韓国、台湾、タイ、インドネシア経済の現状と今後の見通し
・タイ～マレーシア～シンガポール～中国の関係
・インドを含むアジア・アセアン地域の経済と、刻々と変わる状況でのテーマ
・中小企業が小規模で少ない投資でアジア進出する方策について
・海外工場の閉鎖・縮小のリスクマネジメント,撤退の際のリスク等も含む
・各国のエネルギー事情、再生可能エネルギーへの取組、スマートシティ構想

・現地の企業を相手として取引されている企業の営業戦略についてお聞きしたい
・中国とアジア諸国の連携について
・東南アジアでのビジネスリスク（事例紹介等）
・ベトナム、ミャンマー、バングラディシュ等の後進国の現地人経営者の講演
・アジアにおけるＩＴマーケットの現状と今後の展開
・アジア企業が日本・関西に進出する壁が何か、アジア企業に学ぶものは何か

アンケート回答者業種

・一帯一路の基本理念について、理解が深まった
・一帯一路にどうかかわるか、関西経済のひとつの方向性を示しているのでは
・中国の方針が明確に示され、安心感を得た
・中国のAIIBに対する考え方が理解できた
・一般の報道に見られない視点、事実を聞けたこと
・概念的な話が中心で、新しい話は余り無かった様に感じた

第2部
評価

印象

印象

・現状のミャンマー、エデングループの経済戦略がわかった
・ミャンマー国内の産業の現状を理解することが出来た
・ミャンマーにおけるエデングループの事業展開がよくわかった
・現地企業の経営者によるセミナーは少なく、その意味で良かった
・もう少し幅広い産業分野の事業について聞きたかった
・中小企業の進出の為の具体的な方策と課題を学びたかった

・長期滞在されたただけあって、インドをよくご存じで、非常に説得力のある講演
・非常に丁寧な概要説明。より具体的なマーケット攻略についても聞きたい
・輸出入でかせぐ構造である等インドの経済の課題も教授された
・モディ首相の思想と実践的な政策の関係性が面白かった
・経済、産業、貿易進出企業等、広範囲に亘る詳細な資料は参考になった
・アジアに比べて未だハードルが高いが、可能性についても参考になった

開催日

時間

第1部
評価

申込者数

出席者数

アンケート回答枚数

場所

テーマ

テーマ
講師

＜第１部＞
「マレーシアにおける投資機会」

マレーシア投資開発庁　大阪事務所　所長
ユスリ・ジャマール　氏

＜第２部＞
「アジアにおける契約トラブル事例と仲裁の活用」

一般社団法人日本商事仲裁協会　理事・仲裁部長
国士舘大学法学部　教授

中村　達也　氏

＜第１部＞
「ミャンマーのビジネス環境とエデン・グループの経営戦略」
Eden Hotels & Resorts Executive Director　タン・トゥット　氏

ミャンマー・アペックス銀行(Eden Group)　副社長　チョー・ソー・ミン　氏

・アジア諸国の行政担当官との関係構築、強化、交渉についてのアドバイス
・関西とアジア諸国との持続可能な発展に向けた良き関係性について
・ミャンマー、ラオス、カンボジアへの具体的な既進出企業からのビジネスの状況
・やはり中国の動きを政治・経済視点、定期的にreviewが必要
・海外出向者が違法な行為（着服など）をしない仕組みづくり
・労働者の受け入れ、ネパール・バングラ等・カンボジア・ベトナム等からの募集

・事例も含めてよく整理された講演で良かったと思う
・現在の中国経済のあり方がわかった
・中国とのビジネスの問題点、ポイントを再認識できた
・関西企業の中国でのビジネスチャンスをわかりやすく説明頂いた
・関西と中国の経済関係と状況がよくわかりました
・中国企業のダイナミックな活動、日本への進出を実感できた

・創設期（立ち上げ）からのストーリーであり、非常に説得力があり、素晴らしく感じた
・現地生活情報を踏まえた媒体紹介や実体験からの説明で、理解しやすかった
・アジアで消費者にアピールし、市場獲得を行うための地道な取組みが印象的
・マーケティングに強いロート製薬の活動が実感できた
・苦労話と成功の具体例の事例が聞きたかった
・日本企業の海外進出の進め方の一方法として興味深かった

・紛争解決の手段として、このような方法があるという情報を入手できた
・そういった事象が起きた際には頼むことも検討したい
・外国の仲裁の状況等がよくわかった。契約書に記載するなど注意点を理解できた
・仲裁を前提に契約をしておく必要有りと痛感しました
・着眼点が良いと思いますが、余り一般的ではないので識る人は少ないと思います
・実例に基づいた説明がわかり易かった。比較説明で仲裁のメリットがよくわかった

・よくまとめられた資料と講師の説明で、投資環境が理解できた
・タイ政府が持つ今後のタイ成長計画が具体的に示され、知見が拡がりました
・税制上の恩典や不動産取得に関してのお話は非常に役に立った
・ＢＯＩ、thailand 4.0の内容がよく理解できた
・タイ国としての投資誘致のプログラムは魅力的に感じました
・今後の海外事業展開を検討する上で参考となった

・MIDAの機能が理解できた
・マレーシアにおいての投資の仕組みが理解できた
・直近のマレーシア情報及び政府機関の対応説明は有意義
・マレーシアに進出する企業にとって当局との調整に協力を得られることは心強い
・同国の将来発展の意欲（開かれた政策）と日本への期待を感じられた
・“新たな展開”というより、投資基本知識編だった

＜第2部＞
「関西から見た日中経済交流への期待」

大阪商工会議所 中国ビジネス特別委員会委員長
伊藤忠商事株式会社 常務執行役員社長補佐（関西担当）

深野 弘行 氏

＜第１部＞
「インド政治経済情勢概観」

日本貿易振興機構（ジェトロ）　理事
野口　直良　氏

＜第２部＞
「ロート製薬のグローバル戦略とベトナム市場開発」

ロート製薬株式会社　取締役経営戦略推進本部ディレクター
斉藤　雅也　氏

144名 78名

316名 250名 310名 195名

251名 203名 266名 135名

セミナー事業実施一覧表（平成29年度）

第1回 第2回 第3回 第4回

2018年１月10日（水） 2018年3月15日（木）

日中国交正常化45周年行事
日中経済交流の更なる発展を目指して

アジアのビジネスチャンスをどう掴むか
～ミャンマー・タイの最新投資環境～

2018年新春セミナー
世界の成長エンジン･アジア

～その成長をどう取り込むのか～

アジアにおけるビジネス課題をどう乗り越えるか
～マレーシアへの新たな展開を探る～

14：30～17：00 14：50～17：25 14:50～17:15 15:00～17:25

りそなグループ大阪本社ビル 地下2階講堂 りそなグループ大阪本社ビル 地下2階講堂 大阪商工会議所　7Ｆ　国際会議ホール シティプラザ大阪　2階 旬の間

206名

2017年6月29日（木） 2017年11月7日（火）

134名

＜第1部＞
「日中経済交流の更なる発展を目指して」

中華人民共和国駐日本国大使館
駐日中国大使　程　永華 氏

＜第２部＞
「最新タイ投資奨励政策」

タイ投資委員会（BOI）副長官
ボンゴット・アヌロート　氏
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＜開催概要＞

＜アンケート結果＞

出席者数

回答枚数

38.9%

18.1%

13.9%

8.3%

6.9%

1.4%

12.5%

＜主な具体的意見＞ ＜主な具体的意見＞

本日の環境シンポジウムへ参加しての感想

・知識の少ない私にも大変わかりやすく、おもしろい内容となっていて、楽しく学べた。
・食文化によって、文化の深い部分まで見ることができるということがわかりました。
・日ごろ聞けない、いろいろな貴重なお話が聞けて良かったです。
・アジアの環境問題について、理解を深める事が出来、有意義な時間をすごせました。
・「地産地消と知産知消」のテーマでの企画はすばらしい。理解が深まった。

今後、環境シンポジウムで取上げて欲しいテーマ・要望・意見

・日本の環境保全について。
・日本と海外とのつながりをテーマにした環境に関するセミナーを開催してほしい。
・次世代に今の環境を残したいと考えている人達の話を聞きたい。
・アジアのエネルギー問題

役に立った 63.3% 役に立った 71.7%

役に立たなかった 役に立たなかった 1.9%

あまり役に立たなかった 3.3% あまり役に立たなかった 1.9%

（３）財団助成事業の発表（嶋田さん、伊能さん）評価 （４）パネルディスカッション評価

非常に役に立った 非常に役に立った 24.5%

＜主な具体的意見＞ ＜主な具体的意見＞

・キリンのCSV活動についてよく理解できました。
・SDGｓを現実に取り組んでいる実例を知って良かった。
・環境配慮への具体的な取組、課題解決に向けて積極的に取組まれている事がよく分かった。
・現地でも持続可能な農業を通して、未来を見据えて活動されている事も知ることができた。
・企業としての哲学・歩みがわかりました。
・地球の環境、地域の環境を多方面にわたって努力していく事の大切さを感じます。
・キリン(株)の環境への取組を、身近な商品を通してご説明いただき、わかりやすかった。
・企業の規模に応じて社会的課題解決に取り組む必要性・重要性を感じました。
・SDGｓ、初めて聞く言葉で勉強になりました。
・CSVとCSRの比較、企業にとってCSVがモチベーションになるという点がおもしろかった。
・一企業の取組ではあるが、重要なファクターが含まれています。

役に立たなかった役に立たなかった

1.7%

「コウケンテツさんのおいしい話」
　料理研究家　　コウケンテツ　氏

　「ベトナム北部山岳に暮らすムオン民族と取り組む環境保全型の村づくり」
特定非営利活動法人　Seed to Table　理事長　伊能　まゆ　氏

事例発表

　自営業

学生

　無職

パネルディスカッション

１３２名

７９名

　会社員、団体職員

40.8%

56.6%

2.6%

（１）基調講演①（コウケンテツ氏）評価 （２）基調講演②（キリン（株）林田氏）評価

　会社・団体役員

第６回環境シンポジウム実施結果

「アジアの環境問題をもっとおいしく考える」
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：コウケンテツ氏、林田昌也氏、伊能まゆ氏

0.0%

31.7%

非常に役に立った 非常に役に立った 19.4%

役に立った

あまり役に立たなかった

66.7%

11.1%

役に立った

あまり役に立たなかった

2.8%

・現地素材、生活文化などを現地人から直接入手した御経験に基づいた内容に共感を得た。
・地産地消の原点を再認識した。
・多民族国家の多文化共生が実存している体験談に、世界未来のヒント！！
・食の原風景が感じられて、楽しくお聴きしました。
・おいしい時間と空間の共有が大切であることを実体験で体感された話は、迫力があった。
・食にかかわらず、どんな分野にも共通する普遍的なものであると思った。
・人、生活を知り、理解するのには食文化を知る事が最も重要であり、効率的であること。
・人とのコミュニケーションをより早く築くことが可能となること。
・日々の生活の中で大切なものを学ぶのだと思いました。
・食文化の違いを乗り越える人と人との豊かな結びつきの大切さを教えて頂いた。
・東南アジア各国の食材料、食生活にはたくさん類似点があることに驚かされた。

学校関係者

・簡潔な話の中にも心温まる成果がひしひしと伝わってきた。今後の活動の発展に期待大。
・財団の取り組み事例を紹介して頂き、とても参考になった。今後も助成していってほしい。
・農業環境関係の助成については初めてであり、考えさせられた。
・経済発展ばかりに目が向きがちな私共にとても大事で新鮮な視点の提供あり、感謝です。
・自分たちの活動が自らにプラスになっているので、お二人が生き生きとしていた。
・現地で持続できるシステムを教育されていて、取り組みが分かりやすく説明されていた。
・企業とのタックやツールを取り入れ発展が楽しみです。
・皆さんの地道な努力が伺えました。今後も頑張っていただきたいと思いました。
・生産能力の向上だけを追わずに、商品価値の意識を持って生産していく事の良さを感じた。
・現地に沿った支援の方法で、環境向上が見られるのはすごいなと思います。
・ベトナムの話で、生きる力で価値を計った場合、この地域の未来は優秀←印象に残った。
・東ティモールのコーヒー農園の、現地を見てもらった成果というのが印象に残った。
・支援も大切ですが、素朴で心豊かな生活が乱れないように祈ります。

・立場の違う三者三様が良かった。
・全体を通して非常に良かったです。いろいろなことを学びました。ありがとうございました。
・企業、料理研究家、研究者、ジャンルの違った人たちのディスカッションで面白かった。
・異業種の方の話と、コーディネーターの方がうまくまとめていて、わかりやすかった。
・学ぶ、食育の大切さ、有難味。個人の誇りが大きな組織を変えると思います。
・経済発展と環境問題の観点を先輩として、アジア地域に役立てばいいという考えに納得
・都市と農村をいい感じでつなぐ料理の可能性も良かった。
・全く分野の違う方々の取り組みが環境でつながっているというのを感じました。
・企業、NPO、個人とジャンルの違う代表のパネルディスカッションには新しい面があった。
・環境保全と利益の関係について、阿部さんの質問がストレートで良かったです。
・料理も個人の差がおもしろい。企業と生産者との対応を丁寧な形に伸ばしてもらいたい。
・分野や職業にこだわらず、食とコミュニケーションの大切さ、ありがたさを痛感しました。
・アジアの食と環境の奥深さがよく分かった。

回答者業種

２０１７年１２月７日（木）

１３：００～１６：３０

ウェスティンホテル大阪　４階　花梨の間

”おいしい”から考えるアジアの環境問題～地産地消と知産知消～

「持続可能な農業を目指すＣＳＶ活動」
キリン株式会社　執行役員　ＣＳＶ戦略部長　林田　昌也　氏

「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～」
総合地球環境学研究所　嶋田　奈穂子　氏

開催日

時間

場所

テーマ

基調講演

　主婦・主夫
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調査研究助成　（活動期間：平成30年4月～平成31年3月）

《個人研究》
研　究　課　題 研　究　者 研究者所属 助成金額

ポスト・スハルト期インドネシアのイスラーム社会と

大衆文化の変容をめぐる人類学的研究

あらき　りょう

荒木　亮

首都大学東京大学院

博士後期課程
820,000

２０世紀前半インドネシアにおけるイスラーム諸団体の

連携と対植民地政府活動

とさばやし　けいた

土佐林　慶太

早稲田大学大学院文学研究科

博士後期課程
760,000

植民地インドにおける法の支配の比較研究
いながき　はるき

稲垣　春樹

首都大学東京都市教養学部

人文･社会系国際文化コース

助教
600,000

17世紀清・モンゴル・チベットの国際関係

－ザサグ号の授与過程に着目して－

まえの　りえ

前野　利衣

東京大学大学院総合文化研究科

地域文化研究専攻博士課程
630,000

1899～1962年サモアにおける政治の近代化に対する

現地住民の対応

やの　りょうこ

矢野　涼子

神戸大学大学院国際文化研究科

博士後期課程
580,000

現代フィリピンの革新勢力とエリートの変容
はら　たみき

原　民樹

一橋大学大学院社会学研究科

博士課程
600,000

憐れむべき他者の形成から消失へ

－フィリピンにおける物乞いをめぐる国家制度と宗教言説の検討から－

しらいし　なつこ

白石　奈津子

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

博士後期課程院生
630,000

北部タイにおけるコン・ムアンの

民族的アイデンティティ生成過程に関する人類学的研究

さいとう　しゅんすけ

斎藤　俊介

首都大学東京大学院人文科学研究科

社会行動学専攻博士後期課程
750,000

宝山製鉄所建設をめぐる一連の政策決定

－－開発主義への転身

り　いえんみん

李　彦銘

東京大学教養学部グローバルコミュニケーション

研究センター・特任講師
530,000

社会資本としての宗教祭礼に関する計量経済学的検討

～インド・ラージャスターン州の儀礼演劇ガウリを例として～

さこだ　さやか

迫田　さやか
同志社大学経済学部・助教 500,000

植民地期インドネシアにおける災害史料を用いた

地震・火山噴火記録の復元

かじた　りょうすけ

梶田　諒介

総合地球環境学研究所研究部

プロジェクト研究員
840,000

第二次世界大戦後の日中間における建築と都市計画に関わる思想的交流

－西山夘三と梁思成の動向に注目して－

いちかわ　こうじ

市川　紘司

東京藝術大学美術学部建築科

教育研究助手
490,000

ポル・ポト政権期後の社会主義体制下カンボジアにおける教育再建の歴史的意義

－地方都市に生きた教師の人生・語りにみる認識と実践から－

せんだ　さやか

千田　沙也加

名古屋大学大学院教育発達科学研究科

博士後期課程大学院生
820,000

日本・台湾・朝鮮・満州における日本人保母の移動と保育実践
おおいし　あかね

大石　茜

筑波大学大学院人文社会科学研究科

現代語・現代文化専攻博士後期課程
800,000

文化的他者が取り組む先住民文化

―ニュージーランド・マオリの伝統芸能への参加をめぐるダイナミクスー

どい　ふゆき

土井　冬樹

神戸大学大学院国際文化研究科

博士後期課程
800,000

せめぎあいの場としての村落

－ネパール、グルン社会における宗教的対立をめぐる人類学的研究

よしもと　ななこ

吉元　菜々子

首都大学東京大学院人文科学研究科

博士後期課程
780,000

中国西部四川客家人のアイデンティティと文化伝承に関する

人類学的研究

ほしの　れいこ

星野　麗子

総合研究大学院大学文化科学研究科

比較文化学専攻博士後期課程３年
750,000

リスクと保険の人類学：インドネシア共和国における国民健康

保険・診療報酬体制の導入による医療標準化と医療実践の変化

あゆは　だいき

阿由葉　大生

東京大学大学院総合文化研究科

超域文化科学専攻文化人類学コース
530,000

1940年代オーストラリア労働党政権の外交政策に関する研究

－戦後秩序構築の場における戦争貢献の主張を中心に－

まつい　ひろかず

松井　洋和

東京大学大学院総合文化研究科

地域文化研究専攻博士課程
540,000

現代イランにおける宗教性に関する人類学的研究
たに　けんいち

谷　憲一

一橋大学大学院社会学研究科

博士後期課程
720,000

平成２９年度　助成事業
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調査研究助成　（活動期間：平成30年4月～平成31年3月）

《共同研究》

研　究　課　題 研　究　者 研究者所属 助成金額

地理情報システム（GIS)を用いたフィジー語方言地図の作成と

それに基づくヒトの移動史の解析

きくさわ　りつこ

菊澤　律子

人間文化研究機構

国立民族学博物館　准教授
900,000

先史時代東南アジアにおけるモノ・ヒト・技術とその移動に関する考古学的研究

―新たな海域ネットワークモデルの構築を目指して―

みやま　えみり

深山　絵実梨

早稲田大学

文学研究科考古学コース

博士後期課程
1,600,000

アジア地域における政治観・道徳観の文化的差異と普遍性

：フィールド調査・心理学実験による検討

なかわけ　よう

中分　遥

九州大学大学院　人間環境学研究院

共同研究員・

オックスフォード大学人類学・

博物館民族誌学部　博士研究員

700,000

ソ連期における民族文化の変容

－現カザフスタン共和国を中心として－

さいとう　あつし

齋藤　篤

早稲田大学

人間科学学術院　助手
700,000

　助成金合計

 24件 17,370,000

（平成30年3月助成実施）

国際学術交流助成　（活動期間：平成30年4月～平成31年3月）

研　究　課　題 研　究　者 研究者所属 助成金額

第4回世界社会科学フォーラム

（World Social Science Forum 2018)の開催

みやもと　かずお

宮本　一夫

九州大学副学長・附属図書館長・

大学文書館長・人文科学研究院教授
2,000,000

太平洋島嶼地域における国際秩序の形成に関する

国際シンポジウム

やすとみ　あつし

安富　淳

宮崎国際大学

国際教養学部　講師
1,270,000

日本とアジアの若手上海研究者フロンティア国際会議
そん　あんそく

孫　安石

神奈川大学外国語学部　教授

学長補佐、国際センター副所長
800,000

日韓近現代史をめぐるワークショップ
にしざわ　なおこ

西澤　直子

慶応義塾福澤研究センター

教授
410,000

　助成金合計

 4件 4,480,000円

（平成30年3月助成実施）

出版助成　（活動期間：平成30年4月～平成31年3月）

研　究　課　題 研　究　者 研究者所属 助成金額

（仮）「満洲国」の日本人移民政策
おづ　あきこ

小都　晶子

摂南大学　外国語学部

講師
1,200,000

『トルコにおけるイスラーム神秘主義思想と実践』の刊行
だにしまず　いでぃりす

DANISMAZ IDIRIS

同志社大学　高等研究

教育機構高等教育院　助教
1,200,000

　助成金合計

 2件 2,400,000円

（平成30年3月助成実施）

平成２９年度　助成事業
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環境プロジェクト助成　（活動期間：平成30年4月～平成31年3月）

活　動　題　目　（　企　画　名　） 申　請　者 研究者所属 助成金額

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

ベトナム北部山岳に暮らすムオン民族と取り組む
環境保全型の村づくり

いのう　まゆ
伊能　まゆ

特定非営利活動法人
Ｓｅｅｄ　ｔｏ　Ｔａｂｌｅ

理事長
1,000,000

インドネシアにおける「森の聞き書き」環境教育プログラムの展開
--自立的な仕組みの構築をめざして

しまがみ　もとこ
島上　宗子

(一社）あいあいネット
副代表理事

1,000,000

スクールガーデンで学ぶパーマカルチャー
：東ティモールの環境保全型農業の推進

いいづか　のりこ
飯塚　宜子

京都大学東南アジア研究所
研究員

1,000,000

ジャカルタのため池再生のための水と緑の活動
みずの　こうすけ

水野　広祐
京都大学東南アジア研究所

教授
1,000,000

「森林火災からボルネオの森を市民で守る」防災と環境保全活動
まるやま　さちこ

丸山　幸子

F．Ｃ．Ｍａｎｉｓ．
（マニスファンクラブ）

代表理事
1,000,000

北部タイの山岳地域における土と水の保全
しのぎ　よしゆき

凌　祥之
九州大学大学院

教授
1,000,000

ラオスのコーヒー栽培地域における
農業の多様化促進を通じた生態系保全

みのお　ありひろ
箕曲　在弘

東洋大学社会学部
准教授

920,000

地震被災地へバイオガスプラント設置による森林及び環境保全と
環境教育による持続可能な地域づくりをめざした活動

あつた　のりこ
熱田　典子

公益社団法人
アジア協会アジア友の会

副事務局長
1,000,000

フィリピンの山村マリナオ村における、
自然環境とアバカ・マクラメ編みとの調和による

持続可能な村の暮らしの再生

かさい　みのる
河西　実

特定非営利活動法人
フェア・プラス

常務理事・事務局長
1,000,000

助成金合計
10件 9,910,000円

（平成30年3月助成実施）

平成２９年度　環境事業
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事	 業	 報	 告	 の	 附	 属	 明	 細	 書

１．特定費用準備資金の積立について

平成２７年度の公益目的事業会計において、経常収入が経常支出を 4,464,758円上回り 
剰余金が発生。翌年度以降の公益目的事業により剰余金を費消する予定であったが、平

成２９年度期末時点において 2,570,991円の剰余金が残存しており、収支相償になってい
ない状況にある。

	 	 平成３０年度においては確実に剰余金を解消して収支相償にするため、特定費用準備

資金の積立（分別管理）を活用して、下記対応を行うこととする。

◯平成２９年度期末剰余金額 2,570,991円
上記剰余金を、平成３０年１１月１７日開催予定の３０周年記念シンポジウム開催

資金として費消する。そのため、公益目的事業会計の普通預金勘定より当該金額を

特定費用準備資金（名称：30周年記念シンポジウム資金）勘定へ振替（積立）を実 
施し、分別管理を行う。

◯３０周年記念シンポジウム開催費用予算	 6,089,600円（勘定科目：雑費）
当該事業予算は剰余金の２倍以上の金額としており、特定費用準備資金として積立

した剰余金をその費用支出へ優先的に充て、確実に剰余金を解消させる。

その他、事業報告の内容を補足する事項はございません。

以	 上
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第 ８ 回 財 務 諸 表 等

（平成２９年４月１日～平成３０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



(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	　 	7,081,399 	2,759,247 	9,840,646

前払費用 	35,400 	8,851 	44,251

未収収益	　 	1,413,086 	745,348 	2,158,434

流動資産合計 	8,529,885 	3,513,446 	12,043,331

　　２．固定資産	

(1) 特定資産

国際交流事業資金 	672,683,202 	0 	672,683,202

管理運営資金 	0 	212,987,925 	212,987,925

特定資産合計 	672,683,202 	212,987,925 	885,671,127

(2) その他固定資産

建物付属設備 	360,400 	90,103 	450,503

什器備品 	260,429 	65,107 	325,536

ソフトウェア 	258,509 	64,627 	323,136

敷金	　 	2,284,800 	571,200 	2,856,000

その他固定資産合計 	3,164,138 	791,037 	3,955,175

固定資産合計 	675,847,340 	213,778,962 	889,626,302

資　産　合　計 	684,377,225 	217,292,408 	901,669,633

Ⅱ　負債の部

　　１．流動負債	

未払費用 	448,100 	10,910 	459,010

未払金	　 	2,855,434 	51,162 	2,906,596

流動負債合計 	3,303,534 	62,072 	3,365,606

固定負債 	0 	0 	0

負　債　合　計 	3,303,534 	62,072 	3,365,606

Ⅲ　正味財産の部

　　１．指定正味財産	

寄附金 	672,683,202 	209,668,693 	882,351,895

指定正味財産合計 	672,683,202 	209,668,693 	882,351,895

（うち特定資産への充当額）	　 【672,683,202】 【209,668,693】 【882,351,895】

　　２．一般正味財産	 	8,390,489 	7,561,643 	15,952,132

（うち特定資産への充当額）	　 【0】 【3,319,232】 【3,319,232】

正味財産合計 	681,073,691 	217,230,336 	898,304,027

負債及び正味財産合計 	684,377,225 	217,292,408 	901,669,633

(平成３０年３月３１日現在）

貸	借	対	照	表	内	訳	表
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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	　 	7,081,399 	2,759,247 	9,840,646

前払費用 	35,400 	8,851 	44,251

未収収益	　 	1,413,086 	745,348 	2,158,434

流動資産合計 	8,529,885 	3,513,446 	12,043,331

　　２．固定資産	

(1) 特定資産

国際交流事業資金 	672,683,202 	0 	672,683,202

管理運営資金 	0 	212,987,925 	212,987,925

特定資産合計 	672,683,202 	212,987,925 	885,671,127

(2) その他固定資産

建物付属設備 	360,400 	90,103 	450,503

什器備品 	260,429 	65,107 	325,536

ソフトウェア 	258,509 	64,627 	323,136

敷金	　 	2,284,800 	571,200 	2,856,000

その他固定資産合計 	3,164,138 	791,037 	3,955,175

固定資産合計 	675,847,340 	213,778,962 	889,626,302

資　産　合　計 	684,377,225 	217,292,408 	901,669,633

Ⅱ　負債の部

　　１．流動負債	

未払費用 	448,100 	10,910 	459,010

未払金	　 	2,855,434 	51,162 	2,906,596

流動負債合計 	3,303,534 	62,072 	3,365,606

固定負債 	0 	0 	0

負　債　合　計 	3,303,534 	62,072 	3,365,606

Ⅲ　正味財産の部

　　１．指定正味財産	

寄附金 	672,683,202 	209,668,693 	882,351,895

指定正味財産合計 	672,683,202 	209,668,693 	882,351,895

（うち特定資産への充当額）	　 【672,683,202】 【209,668,693】 【882,351,895】

　　２．一般正味財産	 	8,390,489 	7,561,643 	15,952,132

（うち特定資産への充当額）	　 【0】 【3,319,232】 【3,319,232】

正味財産合計 	681,073,691 	217,230,336 	898,304,027

負債及び正味財産合計 	684,377,225 	217,292,408 	901,669,633

(平成３０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 15,467,842 16,752,001 △ 1,284,159

特定資産受取利息 15,467,842 16,752,001 △ 1,284,159

国際交流事業資金受取利息 13,047,292 13,873,326 △ 826,034

管理運営資金受取利息 2,420,550 2,878,675 △ 458,125

受取寄付金等振替額 41,730,000 39,721,993 2,008,007

雑収益 1,610,791 421,475 1,189,316

受取利息 175 298 △ 123

雑収益 1,610,616 421,177 1,189,439

経常収益計 58,808,633 56,895,469 1,913,164

(2) 経常費用

事業費 56,519,012 55,779,537 739,475

支払助成金 34,960,000 34,130,000 830,000

給与手当 819,621 0 819,621

会議費 566,635 525,425 41,210

旅費交通費 1,779,453 3,300,744 △ 1,521,291

通信運搬費 488,524 398,695 89,829

消耗什器備品費 2,347,093 1,646,166 700,927

消耗品費 151,841 124,891 26,950

印刷製本費 3,195,794 2,973,122 222,672

新聞図書費 70,898 78,356 △ 7,458

光熱水料費 157,144 147,397 9,747

賃借料 4,354,100 5,498,928 △ 1,144,828

租税公課 36,378 0 36,378

雑費 7,400,319 6,819,236 581,083

減価償却費 191,212 136,577 54,635

建物付属設備減価償却費 38,614 38,614 0

什器備品減価償却費 58,595 3,960 54,635

ソフトウェア償却 94,003 94,003 0

管理費 2,473,577 2,513,513 △ 39,936

給与手当 204,907 0 204,907

会議費 305,510 350,280 △ 44,770

旅費交通費 366,356 644,799 △ 278,443

通信運搬費 94,582 102,852 △ 8,270

消耗什器備品費 19,208 5,894 13,314

消耗品費 36,789 27,317 9,472

印刷製本費 121,790 109,648 12,142

新聞図書費 17,724 19,588 △ 1,864

光熱水料費 39,285 36,849 2,436

賃借料 776,628 776,628 0

租税公課 10,666 0 10,666

雑費 432,329 405,514 26,815

減価償却費 47,803 34,144 13,659

建物付属設備減価償却費 9,653 9,653 0

什器備品減価償却費 14,649 990 13,659

ソフトウェア償却 23,501 23,501 0

経常費用計 58,992,589 58,293,050 699,539

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 183,956 △ 1,397,581 1,213,625

特定資産評価損益等 0 0 0

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △ 183,956 △ 1,397,581 1,213,625

	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 △ 183,956 △ 1,397,581 1,213,625

一般正味財産期首残高 16,136,088 17,533,669 △ 1,397,581

一般正味財産期末残高 15,952,132 16,136,088 △ 183,956

Ⅱ　指定正味財産増減の部

特定資産評価益 10,110,000 0 10,110,000

特定資産評価損 0 △ 71,282,000 71,282,000

一般正味財産への振替額 △ 41,730,000 △ 39,721,993 △ 2,008,007

当期指定正味財産増減額 △ 31,620,000 △ 111,003,993 79,383,993

指定正味財産期首残高 913,971,895 1,024,975,888 △ 111,003,993

指定正味財産期末残高 882,351,895 913,971,895 △ 31,620,000

Ⅲ　正味財産期末残高 898,304,027 930,107,983 △ 31,803,956

（平成２９年４月１日から平成３０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 13,047,292 2,420,550 15,467,842

特定資産受取利息 13,047,292 2,420,550 15,467,842

国際交流事業資金受取利息 13,047,292 0 13,047,292

管理運営資金受取利息 0 2,420,550 2,420,550

受取寄付金等振替額 41,730,000 0 41,730,000

雑収益 1,610,756 35 1,610,791

受取利息 140 35 175

雑収益 1,610,616 0 1,610,616

経常収益計 56,388,048 2,420,585 58,808,633

(2) 経常費用 0

事業費 56,519,012 0 56,519,012

支払助成金 34,960,000 0 34,960,000

給与手当 819,621 0 819,621

会議費 566,635 0 566,635

旅費交通費 1,779,453 0 1,779,453

通信運搬費 488,524 0 488,524

消耗什器備品費 2,347,093 0 2,347,093

消耗品費 151,841 0 151,841

印刷製本費 3,195,794 0 3,195,794

新聞図書費 70,898 0 70,898

光熱水料費 157,144 0 157,144

賃借料 4,354,100 0 4,354,100

租税公課 36,378 0 36,378

雑費 7,400,319 0 7,400,319

減価償却費 191,212 0 191,212

建物付属設備減価償却費 38,614 0 38,614

什器備品減価償却費 58,595 58,595

ソフトウェア償却 94,003 0 94,003

管理費 0 2,473,577 2,473,577

給与手当 0 204,907 204,907

会議費 0 305,510 305,510

旅費交通費 0 366,356 366,356

通信運搬費 0 94,582 94,582

消耗什器備品費 0 19,208 19,208

消耗品費 0 36,789 36,789

印刷製本費 0 121,790 121,790

新聞図書費 0 17,724 17,724

光熱水料費 0 39,285 39,285

賃借料 0 776,628 776,628

租税公課 0 10,666 10,666

雑費 0 432,329 432,329

減価償却費 0 47,803 47,803

建物付属設備減価償却費 0 9,653 9,653

什器備品減価償却費 14,649 14,649

ソフトウェア償却 0 23,501 23,501

経常費用計 56,519,012 2,473,577 58,992,589

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 130,964 △ 52,992 △ 183,956

特定資産評価損益等 0 0 0

評価損益等計 0 0 0

当期経常増減額 △ 130,964 △ 52,992 △ 183,956

	２．経常外増減の部 0

(1) 経常外収益 0

経常外収益計 0 0 0

(2) 経常外費用 0

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 △ 130,964 △ 52,992 △ 183,956

一般正味財産期首残高 8,521,453 7,614,635 16,136,088

一般正味財産期末残高 8,390,489 7,561,643 15,952,132

Ⅱ　指定正味財産増減の部 0

特定資産評価益 1,315,000 8,795,000 10,110,000

特定資産評価損 0 0 0

一般正味財産への振替額 △ 41,730,000 0 △ 41,730,000

当期指定正味財産増減額 △ 40,415,000 8,795,000 △ 31,620,000

指定正味財産期首残高 713,098,202 200,873,693 913,971,895

指定正味財産期末残高 672,683,202 209,668,693 882,351,895

Ⅲ　正味財産期末残高 681,073,691 217,230,336 898,304,027

（平成２９年４月１日から平成３０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 170,140,000 0 42,535,000 9,600,000 137,205,000

定期預金 34,055,191 41,730,000 2,266 0 75,782,925

国際交流事業資金

投資有価証券 709,640,000 95,000,000 146,675,000 2,460,000 660,425,000

定期預金 3,458,429 50,530,000 41,730,227 0 12,258,202

合　計 917,293,620 187,260,000 230,942,493 12,060,000 885,671,127

財　務　諸　表　に　対　す　る　注　記



18

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 137,205,000 137,205,000 0

定期預金 75,782,925 72,463,693 3,319,232

国際交流事業資金

投資有価証券 660,425,000 660,425,000 0

定期預金 12,258,202 12,258,202 0

合　計 885,671,127 882,351,895 3,319,232

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） 868,817 418,314 450,503

その他固定資産(什器備品） 403,730 78,194 325,536

その他固定資産(ソフトウェア） 1,187,070 863,934 323,136

合　計 2,459,617 1,360,442 1,099,175

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 　雑収益の	1,610,616円	は、全額前期以前に支出した助成金の未使用分について、返戻を

　受けたものである。

内　　容 金　　額

経常収益への振替額

　公益目的事業費への振替 41,730,000

　法人運営経費への振替 0

合　　計 41,730,000
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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
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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 9,840,646

前払費用 前払費用 運転資金として 44,251

未収収益 保有債券未収利息 運転資金として 2,158,434

流動資産計 12,043,331

（固定資産）

特定資産 管理運営資金

投資有価証券
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]
137,205,000

　定期預金
りそな銀行大阪営業部　定期預金

No.3197167-002
34,052,925

　定期預金
りそな銀行大阪営業部　定期預金

No.3197167-003
41,730,000

212,987,925

国際交流事業資金

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
99,925,000

投資有価証券
シルフリミテッドシリーズ1750

[第43回　利付国債(30年)]
110,380,000

投資有価証券
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]
92,700,000

投資有価証券
シルフリミテッドシリーズ50391

[ｱｯﾌﾟﾙ･ｲﾝｸ］
93,360,000

投資有価証券
シルフリミテッドシリーズ50249

[ｳｵﾙﾏｰﾄ･ｽﾄｱｰｽﾞ］
99,900,000

投資有価証券
シルフリミテッドシリーズ2129

[第148回　利付国債(20年)]
81,240,000

投資有価証券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲ　53429 82,920,000

定期預金
りそな銀行大阪営業部　定期預金

No.3197167-002
3,458,202

定期預金
りそな銀行大阪営業部　定期預金

No.3197167-005
8,800,000

672,683,202

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 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 450,503

什器備品 パソコン 325,536

ソフトウェア 会計ソフト 323,136

3,955,175

固　定　資　産　合　計 889,626,302

資　産　合　計 901,669,633

（流動負債） 未払費用 セミナー印刷費等 当年度発生費用の未払分 459,010

未払金 助成金 2,906,596

3,365,606

3,365,606

898,304,027

うち８０％が公益目的保有財産で

あり、公益目的事業の用に供して

いる。

うち２０％が管理運営用財産で

あり、運営管理の用に供している。

財　　産　　目　　録

（平成３０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

公益目的事業に必要な業務又は

活動の用に供する財産であり

運用益を財源として使用

交付者の定めた使途に充てる

ために保有している資金で、

元本及び運用益を公益目的事業

の財源として使用



監 査 報 告 書

公益財団法人 りそなアジア ・オセアニア財団

理事長 池田 博之 殿

私たち監事は、 平成29年4月l日から平成3 0年3月31日までの平成29年度の理

事の職務の執行について監査を行いましたので、 一般社団法人及び一般財団法人に関する

法律第99条第1項並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則

第3 3条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、 以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、 理事及び使用人等と意思疎通を図り、 情報の収集および監査の環境の

整備に努めるとともに、 理事会その他重要な会議に出席し、 理事等からのその職務の執

行について報告を受け、 必要に応じて説明を求め、 重要な決裁書類等を閲覧し、 業務及

び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法によって、 当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、 会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、 当該年度に係る計算書類及び

その附属明細書並びに財産目録について監査しました。

2 監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、 法令及び定款に従い、 法人の状況を正しく示して

いるものと認めます。

②理事の執務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません

(2)計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、 法人の財産及び損益の状況をすベ

て重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成3 0年5月14日

公益財団法人りそなアジア ・ オセアニア財団

監事

監事
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