
　　　（１２）関連会社及び関連公益法人等の明細
法人種別・名称 （関連公益法人） （関連公益法人）

事項 財団法人日本国際協力センター 財団法人日本国際協力システム

業務概要

(1)国際協力事業の実施に関する協力
(2)ＪＩＣＡ等の活動に関する知識の内外への普及
(3)技術協力等に関する懇談会、講演会等の開催
(4)国際協力の事業に携わる者の福利厚生
(5)その他前項目の目的を達成するために必要な事業

(1)我が国のODAのうち無償資金協力事業及び技術協力事業並びに借款事
業の適正かつ効率的な実施の促進に資するための活動
(2)国際機関、外国政府及びその他の国際協力に携わる機関が実施する国
際協力事業の適正かつ効率的な実施の促進に資するための活動
(3)上記(1)または(2)の事業に係る完了後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ及びｱﾌﾀｰｹｱ活動
(4)国際協力事業を効果的に実施するための調査、研究
(5)国際協力事業推進のための啓発・支援活動
(6)その他本財団の目的を達成するために必要な事業

役員氏名

役員数10名（うち非常勤8名）

理事長　松岡　和久（元国際協力機構　理事）
理事　　早瀬　隆昌（元国際協力機構　アジア第二部次長）
理事　　飯島　正孝（元国際協力事業団　理事）　　　　（非常勤）
理事　　中村　順一（元国際協力事業団　理事）　　　　（非常勤）

役員数11名（うち非常勤10名）

理事長　　佐々木　高久　　　　　　　　　　　　　　　　（非常勤）
専務理事　櫻田　幸久（元国際協力機構　無償資金協力部調査役）
理事　　　金子　洋三
　　　　　（元国際協力機構　青年海外協力隊事務局長）　（非常勤）
理事　　　松岡　和久（元国際協力機構　理事）　　　　　（非常勤）

関連公益法人等とJICAの取引の関連図

資産 5,300,385,197円 1,300,206,555円

負債 1,309,674,163円 357,711,270円

正味財産期首残高 3,696,100,972円 983,316,174円

当期正味財産増減額

　一般正味財産増減の部
　○収益
　　・受取補助金等
　　・その他の収益
　○費用

○収益
　　・受取補助金等　　　　　 　　0円
　　・その他の収益　12,974,980,690円
○費用　　　　　　　12,680,300,628円

○収益
　　・受取補助金等　　　　　　　0円
　　・その他の収益　2,916,088,105円
○費用　　　　　　　2,956,908,994円

　指定正味財産増減の部
　○収益
　　・受取補助金等
　　・その他の収益
　○費用

○収益　0円
○費用　0円

○収益　0円
○費用　0円

正味財産期末残高 3,990,711,034円 942,495,285円

当期収入合計額 14,874,895,062円 3,015,199,565円

当期支出合計額 14,983,933,196円 3,023,915,675円

当期収支差額 △109,038,134円 △8,716,110円

関連公益法人等の基本財産に対する出
えん、拠出、寄附等の明細
運営費、事業費等に充てるため負担し
た会費、負担金等の明細

該当なし 該当なし

関連公益法人に対する
債権・債務の明細

未払金　822,817,300円 未払金　289,218,735円

債務保証の明細 該当なし 該当なし

事業収入とJICAの発注等に係る金額・
割合
（競争契約、企画競争・公募及び競争
性のない随意契約の金額・割合）

総事業収入12,971,215,197円
　　　　　（うちJICA取引額　8,304,451,313円　64.0%）
競争契約　　　　　　（　　　　　　　0円　 　0%）
企画競争・公募　　　（　7,024,024,523円　84.6%）
競争性のない随意契約（　1,270,989,446円　15.3%）

総事業収入2,916,088,105円
　　　　　　　　（うちJICA取引額　560,188,068円　19.2%）
競争契約　　　　　　（　　　　　　0円　  　 0%）
企画競争・公募　　　（　 74,545,458円　　13.3%）
競争性のない随意契約（　460,493,251円　　82.2%）

国際協力機構 （財）日本国際協力センター

（業務委託）

国際協力機構 （財）日本国際協力システム

（業務委託）



法人種別・名称

事項

業務概要

役員氏名

関連公益法人等とJICAの取引の関連図

資産

負債

正味財産期首残高

当期正味財産増減額

　一般正味財産増減の部
　○収益
　　・受取補助金等
　　・その他の収益
　○費用

　指定正味財産増減の部
　○収益
　　・受取補助金等
　　・その他の収益
　○費用

正味財産期末残高

当期収入合計額

当期支出合計額

当期収支差額

関連公益法人等の基本財産に対する出
えん、拠出、寄附等の明細
運営費、事業費等に充てるため負担し
た会費、負担金等の明細

関連公益法人に対する
債権・債務の明細

債務保証の明細

事業収入とJICAの発注等に係る金額・
割合
（競争契約、企画競争・公募及び競争
性のない随意契約の金額・割合）

（関連公益法人） （関連公益法人）

社団法人青年海外協力協会 社団法人協力隊を育てる会

(1)開発途上国における民間技術協力プロジェクトの調査、発掘
及び推進に関する支援事業
(2)国又は自治体の行う国際協力事業に関し、これを側面的に支
援する事業
(3)開発途上国人材の民間レベルにおける本邦受入と研修に関す
る事業等

(1)協力隊及び隊員の活動に関する知識を普及し、国民各層の理
解を深めること
(2)青年層の協力隊参加意欲を昂揚すること
(3)協力隊参加に当たっての社会的障害の除去を図ること等

役員数22名（うち非常勤20名）

会長　　　金子　洋三
　　　　　　　（元国際協力機構　青年海外協力隊事務局長）
常務理事　新保　昭治
　　　　　　　（元国際協力機構　中国事務所長）（非常勤）
常務理事　駒澤　彰夫
　　　　　　（元国際協力機構　青年海外協力隊事務局調査役）

役員数26名（うち非常勤25名）

会長　　　足立　房夫　　　　　　　　　　　　　（非常勤）
副会長　　青木　盛久
　　　　　　（元国際協力事業団　理事）　　　　（非常勤）
常任理事　小宮　英夫
　　　　　　（元国際協力機構　駒ヶ根訓練所長）
理事　　　大塚　正明
（国際協力機構　青年海外協力隊事務局長　現任）（非常勤）
理事　　　駒澤　彰夫
（元国際協力機構　青年海外協力隊事務局調査役）（非常勤）

2,041,526,932円 88,886,511円

410,066,728円 10,017,378円

1,542,314,682円 104,050,961円

○収益
　　・受取補助金等　　　　　　　 0円
　　・その他の収益　 3,003,762,891円
○費用　　　　　　　 2,882,060,662円

○収益
    ・受取補助金等　 　　　　 0円
    ・その他の収益　176,569,028円
○費用　　　　　　　201,750,856円

○収益　0円
○費用　0円

○収益　0円
○費用　0円

1,631,460,204円 78,869,133円

2,974,954,061円 176,569,028円

2,924,152,544円 201,545,723円

50,801,517円 △24,976,695円

該当なし 該当なし

未払金　833,379,599円 未払金　44,003,915円

該当なし 該当なし

総事業収入2,969,454,831円
　　　　　　　（うちJICA取引額　2,835,511,812円　95.5%）
競争契約　　　　　　（　 　　　　　 0円　　 0%）
企画競争・公募　　　（　1,153,490,360円　40.7%）
競争性のない随意契約（　　860,609,238円　30.4%）

総事業収入176,569,028円
　　　　　　　　（うちJICA取引額　114,634,869円　64.9%）
競争契約　　　　　　（　　　　　　　0円　　　0%）
企画競争・公募　　　（　　　　　　　0円　　　0%）
競争性のない随意契約（　  114,634,869円　　100%）

国際協力機構 （社）青年海外協力協会

（業務委託）

国際協力機構 （社）協力隊を育てる会

（業務委託）



法人種別・名称

事項

業務概要

役員氏名

関連公益法人等とJICAの取引の関連図

資産

負債

正味財産期首残高

当期正味財産増減額

　一般正味財産増減の部
　○収益
　　・受取補助金等
　　・その他の収益
　○費用

　指定正味財産増減の部
　○収益
　　・受取補助金等
　　・その他の収益
　○費用

正味財産期末残高

当期収入合計額

当期支出合計額

当期収支差額

関連公益法人等の基本財産に対する出
えん、拠出、寄附等の明細
運営費、事業費等に充てるため負担し
た会費、負担金等の明細

関連公益法人に対する
債権・債務の明細

債務保証の明細

事業収入とJICAの発注等に係る金額・
割合
（競争契約、企画競争・公募及び競争
性のない随意契約の金額・割合）

（関連公益法人） （関連公益法人）

独立行政法人国際協力機構国際協力共済会 独立行政法人国際協力機構厚生会

国際協力機構が海外に派遣する専門家及びその家族並びに青年海
外協力隊員等及びその家族の生活の安定と福祉の向上を図るた
め、以下の事業を行う。
(1)給付事業
　　①業務によらない病気又は負傷に係る療養費等の給付
　　②死亡に係る弔慰金の給付
　　③障害に係る見舞金の給付
(2)福祉事業
　　①その他前述の目的を達成するために必要な福祉事業

会員相互扶助の精神に基づき、国際協力機構役職員等及びその
家族の福祉の向上及び親睦、融和を図ることを目的とし、以下
の事業を行う。
(1)給付に関する事業
(2)貸付に関する事業
(3)福利厚生に関する事業
(4)その他厚生会の目的を達成するために必要な事業

役員数10名（すべて国際協力機構　役職員現任）

会長　　　　金子　節志　（理事）
副会長　　　大石　千尋　（国際協力人材部長）
運営委員　　佐渡島　志郎（総務部長）
運営委員　　佐々木　弘世　(人事部長）
運営委員　　山田　和行　 （経理部長）
運営委員　　大部　一秋   （企画・調整部長）
運営委員　　山浦　信幸   （調達部長）
運営委員　　岡崎　有二   （社会開発部長）
運営委員　　大塚　正明   （青年海外協力隊事務局長）
会計監査役　畝　伊智朗　（経理部　財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）

機構選定役員数10名　(すべて国際協力機構　役職員現任）

会長　　金子　節志　（理事）
副会長　佐々木　弘世（人事部長）
幹事　　井倉　義伸　（人事部　厚生・給与ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）
幹事　　中村　俊之
　　　　　　　（人事部　厚生・給与ｸﾞﾙｰﾌﾟ　厚生ﾁｰﾑ長）
幹事　　小西　淳文　（総務部　総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）
幹事　　畝　伊智朗　（経理部　財務ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）
幹事　　永江　勉　　（国際協力人材部　派遣支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）
幹事　　松島　正明
　　　　　　　（青年海外協力隊事務局　事業管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）
幹事　　半谷　良三　（国際協力総合研修所　管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）
監査役　田中　俊昭　（経理部　会計ｸﾞﾙｰﾌﾟ長）

その他互選役員数9名（国際協力機構　職員）

2,372,892,513円 587,737,400円

74,127,300円 1,533,936円

2,529,308,893円 586,206,152円

○収益
　　・受取補助金等　　　　　　　0円
　　・その他の収益　1,287,536,813円
○費用　　　　　　　1,518,080,493円

○収益
　　・受取補助金等　　　　　　　0円
　　・その他の収益　　127,094,714円
○費用　　　　　　　　127,097,402円

○収益　0円
○費用　0円

○収益　0円
○費用　0円

2,298,765,213円 586,203,464円

1,287,536,813円 127,186,362円

1,287,536,813円 127,186,362円

0円 0円

基本財産に対する拠出：
　　基金　900,000,000円
　　（但し、専門家等の掛金及び負担金を含む）

事業費に充てるための負担金：
　　　　　　　国際協力機構　負担金　32,815,000円

該当なし 該当なし

該当なし 該当なし

該当なし 該当なし

国際協力機構 国際協力共済会 国際協力機構 厚生会

（機構内設置） （機構内設置）



法人種別・名称 （関連会社） （関連会社）

事項 株式会社ティックス 株式会社国際協力データサービス

業務概要
(1)通訳・翻訳事業
(2)一般労働者派遣事業

(1)システムコンサルティング
(2)Web制作
(3)システム開発
(4)システム運用支援
(5)人材派遣

役員氏名

役員数2名（うち非常勤1名）

代表取締役　田口　徹
　　　　　　（元国際協力機構　国際協力総合研修所長）
取締役　　　中井　信也
　　　　　　（元国際協力機構　中東・欧州部主査）　　　（非常勤）

役員数5名（うち非常勤4名）

代表取締役　福田　省三　（元国際協力機構　中南米部主査）
取締役　　　隅田　榮亮
　　　　　　　（元国際協力機構　理事）　　　　　　　　　（非常勤）
取締役　　　中垣　長睦
　　　　　　　（元国際協力機構　社会開発部調査役）　　　（非常勤）
取締役　　　田口　徹
　　　　　　　（元国際協力機構　国際協力総合研修所長）　（非常勤）
監査役　　　中井　信也
　　　　　　　（元国際協力機構　中東・欧州部主査）　　　（非常勤）

関連会社とJICAの取引の関連図

資産 350,709,722円 658,006,594円

負債 73,428,789円 194,805,515円

資本金 50,000,000円 51,800,000円

剰余金 227,380,933円 411,401,079円

営業収入 419,659,630円 783,643,075円

経常損益 12,594,328円 38,335,659円

当期損益 1,570,675円 37,613,927円

当期未処分利益（当期未処理損失） 1,570,675円 37,613,927円

JICAが保有する当該会社の株式数、
取得価額、貸借対照表計上額

該当なし 該当なし

債権・債務の明細 未払金　21,392,892円 未払金　95,672,441円

債務保証の明細 該当なし 該当なし

総売上高とJICAの発注等に係る金額・割合
（競争契約、企画競争・公募及び競争性のな
い随意契約の金額・割合）

総売上高440,642,577円（うちJICA取引額　164,617,115円　37.4%）
競争契約　　　　　　（　　　　　　 0円　      0%）
企画競争・公募　　　（　 158,827,473円　 　96.5%）
競争性のない随意契約（　　 3,850,936円　    2.3%）

総売上高783,643,075円（うちJICA取引額　432,864,659円　55.2%）
競争契約　　　　　　（　　　　　　  　0円         0%）
企画競争・公募　　　（　　　 37,509,351円  　   8.7%）
競争性のない随意契約（    　391,704,908円      90.5%）

国際協力機構 （株）ティックス 国際協力機構 （株）国際協力データサービス

（事業取引）（事業取引）
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