
投資その他の資産として計上された有価証券

銘柄 取得価格
純資産に持分
割合を乗じた

価格

貸借対照
表計上額

当期費用に含
まれた評価差

額

日伯農業開発協力（株） 428,445,102 0 428,445,102 0

計 428,445,102 0 428,445,102 0
貸借対照表
計上額合計 428,445,102

種類及び銘柄 取得価格 時価
貸借対照
表計上額

当期費用に含
まれた評価差

額

その他
有価証
券評価
差額

摘要

投資有価証券 32,044 0 32,044 0 0

計 32,044 0 32,044 0 0

貸借対照表
計上額合計 32,044

（３）有価証券の明細

関係会社株式

その他の有価
証券

摘要



回収額 その他

その他の短期貸付金

　開発投融資貸付金 2,057,505,236 781,883,656 959,917,166 0 1,879,471,726

　移住投融資貸付金 165,158,433 141,023,446 165,158,433 7,026,392 133,997,054

　入植地割賦元金 984,696 984,721 984,696 34,199 950,522

(小計） 2,223,648,365 923,891,823 1,126,060,295 7,060,591 2,014,419,302

その他の長期貸付金

　開発投融資貸付金 11,167,504,541 0 1,013,563,656 0 10,153,940,885

　移住投融資貸付金 4,291,466,538 443,082,416 341,548,669 203,470,322 4,189,529,963

　入植地割賦元金 147,948,354 138,024 6,395,111 6,203,128 135,488,139

(小計） 15,606,919,433 443,220,440 1,361,507,436 209,673,450 14,478,958,987

計 17,830,567,798 1,367,112,263 2,487,567,731 216,734,041 16,493,378,289

※当期減少額のその他は期末為替換算によるものである。

（４）貸付金の明細

期末残高 摘要区　　分 期首残高 当期増加額
当期減少額



（単位：円）

期首残高 当期増減額 期末残高 期首残高 当期増減額 期末残高

(開発投融資）

　開発投融資短期貸付金 2,057,505,236 △178,033,510 1,879,471,726 70,353,944 420,679 70,774,623

　　一般債権 1,161,152,670 △183,040,000 978,112,670 259,173 29,172 288,345

　　貸倒懸念債権 896,352,566 5,006,490 901,359,056 70,094,771 391,507 70,486,278

　　破産更正債権等 0 0 0 0 0 0

　開発投融資長期貸付金 11,167,504,541 △1,013,563,656 10,153,940,885 414,100,632 △ 35,362,115 378,738,517

　　一般債権 5,906,393,640 △563,206,335 5,343,187,305 2,681,759 △144,173 2,537,586

　　貸倒懸念債権 5,261,110,901 △450,357,321 4,810,753,580 411,418,873 △35,217,942 376,200,931

　　破産更正債権等 0 0 0 0 0 0

(開発投融資計） 13,225,009,777 △1,191,597,166 12,033,412,611 484,454,576 △34,941,436 449,513,140

(移住投融資）

　移住投融資短期貸付金 165,158,433 △ 31,161,379 133,997,054 23,492,698 △ 3,812,976 19,679,722

　　一般債権 165,158,433 △ 31,161,379 133,997,054 23,492,698 △ 3,812,976 19,679,722

　　貸倒懸念債権 0 0 0 0 0 0

　　破産更正債権等 0 0 0 0 0 0

　移住投融資長期貸付金 4,291,466,538 △ 101,936,575 4,189,529,963 3,001,238,824 △ 165,958,776 2,835,280,048

　　一般債権 1,496,689,494 83,414,927 1,580,104,421 206,461,782 19,392,724 225,854,506

　　貸倒懸念債権 78,443,083 70,450,540 148,893,623 78,443,083 70,450,540 148,893,623

　　破産更正債権等 2,716,333,961 △ 255,802,042 2,460,531,919 2,716,333,959 △ 255,802,040 2,460,531,919

（移住投融資計） 4,456,624,971 △ 133,097,954 4,323,527,017 3,024,731,522 △ 169,771,752 2,854,959,770

(入植地割賦元金）

　短期入植地割賦元金 984,696 △ 34,174 950,522 73,769 △ 2,889 70,880

　　一般債権 984,696 △ 34,174 950,522 73,769 △ 2,889 70,880

　　貸倒懸念債権 0 0 0 0 0 0

　　破産更正債権等 0 0 0 0 0 0

　長期入植地割賦元金 147,948,354 △ 12,460,215 135,488,139 144,311,493 △ 11,568,545 132,742,948

　　一般債権 3,875,707 △ 946,661 2,929,046 238,846 △ 54,991 183,855

　　貸倒懸念債権 1,793,929 △ 1,793,929 0 1,793,929 △ 1,793,929 0

　　破産更正債権等 142,278,718 △ 9,719,625 132,559,093 142,278,718 △ 9,719,625 132,559,093

(入植地割賦元金計） 148,933,050 △ 12,494,389 136,438,661 144,385,262 △ 11,571,434 132,813,828

合　　　　計 17,830,567,798 △ 1,337,189,509 16,493,378,289 3,653,571,360 △ 216,284,622 3,437,286,738

（５）貸付金等に対する貸倒引当金の明細

区　　分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘　要



(単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘　要

政府出資金 88,508,041,131 0 0 88,508,041,131

計 88,508,041,131 0 0 88,508,041,131

資本剰余金

　運営費交付金 0 7,331,952 0 7,331,952 差入保証金設定等

損益外固定資産除売
却差額

0 △ 6,593,214 0 △ 6,593,214
承継資産除売却に伴う
差額

計 0 738,738 0 738,738

損益外減価償却累計
額

0 △ 1,373,727,248 △ 1,050,469 △ 1,372,676,779 承継資産減価償却等

      

　 　 　 　

計 0 △ 1,373,727,248 △ 1,050,469 △ 1,372,676,779 　

差　引　計 0 △ 1,372,988,510 △ 1,050,469 △ 1,371,938,041

注　期首残高は、平成15年10月1日発足のため、政府からの出資額を記載したものです。

区　　分

資
本
金

資
本
剰
余
金

（６）資本金及び資本剰余金の明細



（７）運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

運営費交付金債務内訳明細表 （単位：円）

運営費交付金
収益

資産見返運営
費交付金

資本剰余金 小　計

H15 0 94,291,489,000 83,782,556,394 128,465,576 3,379,495 83,914,401,465 10,377,087,535

合計 0 94,291,489,000 83,782,556,394 128,465,576 3,379,495 83,914,401,465 10,377,087,535

運営費交付金収益 (単位：円）

平成１５年度
交付分

合　　計

国・課題別事業計画関係費 3,269,178,981 3,269,178,981

技術協力プロジェクト関係費 44,911,123,845 44,911,123,845

無償資金協力関係費 2,125,826,383 2,125,826,383

国民参加型協力関係費 14,773,811,798 14,773,811,798

海外移住関係費 345,489,276 345,489,276

災害援助等協力関係費 322,756,012 322,756,012

人材養成確保関係費 1,756,544,469 1,756,544,469

事業評価関係費 407,595,119 407,595,119

事業附帯関係費 3,491,710,023 3,491,710,023

国内機関関係費 2,017,563,833 2,017,563,833

在外事務所関係費 4,476,176,241 4,476,176,241

一般管理費 5,883,416,009 5,883,416,009

支払利息 1,364,405 1,364,405

83,782,556,394 83,782,556,394  

業　　務　　等　　区　　分

合　　計

期　末　残
高

当期振替額
交付
年度

交付金当期交
付額

期首残高



（８）役員及び職員の給与の明細

（単位：千円、人）

支給額 支給人員 支給額 支給人員

81,536 10 1,107 1

(22,172) (22) (0) (0)

7,401,579 1,328 1,174,707 42

(22,172) (22) (0) (0)

7,483,115 1,338 1,175,814 43

＜注記＞

①役員に対する報酬等の支給基準

②職員に対する給与等の支給基準

③支給人員数

④その他

合計

報酬又は給与 退職手当

役員

職員

区分

役員に対する報酬等は、「独立行政法人国際協力機構役員給与規程」及び「独立行政法人
国際協力機構役員退職手当規程」に基づき支給している。

職員に対する給与の支給は、「独立行政法人国際協力機構職員給与規程」及び「独立行政
法人国際協力機構職員退職手当規程」に基づき支給している。

年間平均支給人員数による。

臨時職員に対する給与の支給について、括弧内に外数として記載。



（単位：円）

自己資金事業※３ 法人共通※４ 合計

事業費用 84,888,255,981 2,540,754,133 1,499,674,692 230,585,359 89,159,270,165

事業収益 85,076,757,864 2,540,754,133 1,062,452,245 805,705,785 89,485,670,027

事業損益
（収益－費用）

188,501,883 0 △ 437,222,447 575,120,426 326,399,862

総資産 8,061,155,033 7,641,502 12,268,239 105,195,460,473 113,276,525,247

※１　運営費交付金を財源とする活動

※２　海外開発計画調査、海外農林業開発協力問題調査、有償技術協力事業

※３　自己資金(施設整備資金、寄附金等）を財源とする事業

※４　各事業に配賦不可能な、資産(現金・預金等）や費用・収益

注）

１. 損益外減価償却相当額

　　運営費交付金事業 （ 375,272,653 ）

　　法人共通 （ 997,404,126 ）

２. 引当外退職給付増加見積額

　　運営費交付金事業 （ 2,044,105,055 ）

（９）開示すべきセグメント情報

受託事業※２運営費交付金事業※１



１．現金及び預金 （単位：円）
区 分 期 末 有 高 備　　　　　考

現 金 1,964,855

外 貨 現 金 9,866,292

普 通 預 金 4,103,260,097

外 貨 当 座 預 金 1,510,603,080

譲 渡 性 預 金 26,600,000,000

合 計 32,225,694,324

２．未払金 （単位：円）
区 分 金 額 相　　　　手　　　　方 発 生 年 月 日 備　　考

業務費 11,077,698,392 （株）ドーコン　他

一般管理費 219,208,154 （株）徳河　他

受託費 1,578,679,451 海外新聞普及（株）　他

未払消費税 194,050,000 渋谷税務署

合 計 13,069,635,997

平成16年3月31日

（10）上記以外の主な資産及び負債の明細

平成16年3月31日

平成16年3月31日

平成16年3月31日



法人の名称 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

所在地 東京都新宿区西新宿６丁目１０番１号　日土地西新宿ビル 東京都新宿区富久町10番5号　新宿EASTビル

事業内容 ①独立行政法人国際協力機構等の活動に関する知識の内外への普及 ①わが国政府開発援助の一部である無償資金協力事業及び技術協力事業

②技術協力等に関する懇談会、講演会等の開催 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

③独立行政法人国際協力機構の業務実施に関する協力等 ②上記事業に係る援助完了後のフォローアップ及びアフターケア活動

③国際協力事業を効果的に実施するための調査、研究等

④国際協力事業推進のための啓発活動

⑤その他本財団の目的を達成するために必要な事業

役職員数 役員　13名（うち非常勤11名）　職員　179名（平成16年3月31日現在） 役員　10名（うち非常勤9名）　職員130名（平成16年3月31日現在）

役員氏名 理事長　  諏訪　龍　（元国際協力事業団 理事） 理事長  　野村　豊　（元国際協力事業団 理事） (非常勤）

専務理事　林　典伸　 (元国際協力事業団 鉱工業開発協力部長） 専務理事　今津　武　（元国際協力事業団 国内事業部長）

理事　　　金子　節志（国際協力機構 人事部長　現任） (非常勤） 理事　　　諏訪　龍　（元国際協力事業団 理事） (非常勤）

理事　　　隅田　榮亮（国際協力機構 理事　現任） (非常勤） 理事　　　松井　靖夫（国際協力機構 理事　現任） (非常勤）

理事　　　玉光　弘明（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）

監事　　　大澤　尚正 (元国際協力事業団 業務監査室長） (非常勤）

基本財産 　        500,000,000円         　387,000,000円

資産       　5,344,974,627円         1,589,385,516円

負債         1,539,332,138円           490,786,242円

正味財産       　3,805,642,489円         1,098,599,274円

当期収入合計額        14,404,950,744円         2,852,580,378円

当期支出合計額        14,353,929,321円         2,795,275,052円

当期収支合計額 　         51,021,423円            57,305,326円

営業収益 　        398,870,001円 該当なし

経常損益 　          3,864,163円 該当なし

当期損益 　          2,154,763円 該当なし

当期未処分利益 　         63,807,267円 該当なし

関連公益法人の基本財産に対する出捐、拠
出寄付等の明細

該当なし 該当なし

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　　429,591,680円 未払金　　230,569,999円

（Ａ） 14,217,119,024円 （Ａ）  2,683,910,538円

（Ｂ） 10,332,403,660円、72.7％ （Ｂ）　  842,624,384円、31.4％

　

　　　　　　　  （業務委託） 　　　　　　　　 (業務委託)

関連公益法人の運営費、事業費等に充てる
ため当該事業年度において負担した会費、
負担金等の明細

関連公益法人の総売上高（Ａ）とＪＩＣＡ
の発注に係る売上高及びその割合（Ｂ）

関連公益法人とＪＩＣＡの取り引きの関連
図

（１１）関連会社及び関連公益法人等の明細

国際協力機構 (財)日本国際協力センター 国際協力機構 (財)日本国際協力システム



法人の名称 社団法人青年海外協力協会 社団法人協力隊を育てる会

所在地 東京都渋谷区広尾4-2-24　国際協力機構広尾青年海外協力隊訓練所内 東京都新宿区霞ヶ丘町15　日本青年館

事業内容 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 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 ②青年層の協力隊参加意欲を昂揚すること

③開発途上国人材の民間レベルにおける本邦受入れと研修に関する事業等 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

役職員数 役員　19名（うち非常勤18名）　職員　281名（平成16年3月31日現在） 役員　28名（うち非常勤28名）　職員　19名　（平成16年3月31日現在）

役員氏名 理事長　　　貝塚　光宗 (非常勤） 会長　　　　三浦　朱門 (非常勤）

事務局長　　谷川　与志雄　（元国際協力事業団 広尾訓練研修センター所長） 常任理事　　黒河内　康　（元国際協力事業団 理事） (非常勤）

常務理事　　新保　昭治　　（元国際協力事業団 中国事務所長） (非常勤） 常任理事　　高橋　成雄　（元国際協力事業団 広尾訓練所長） (非常勤）

理事　　　　青木　盛久　（元国際協力事業団 理事） (非常勤）

理事　　　　金子　洋三　（国際協力機構 青年海外協力隊事務局長　現任） (非常勤）

理事　　　　谷川　与志雄（元国際協力事業団 広尾訓練研修センター所長） (非常勤）

理事　　　　松岡　和久　（国際協力機構 理事　現任） (非常勤）

基本財産 　        　173,000,000円          25,000,000円

資産 　        1,697,214,584円         114,935,385円

負債           　396,189,788円          15,351,981円

正味財産         　1,301,024,796円          99,583,404円

当期収入合計額         　1,152,328,793円         241,613,478円

当期支出合計額           1,029,822,204円         233,692,120円

当期収支合計額 　          122,506,589円           7,921,358円

営業収益         　1.636,377,213円 該当なし

経常損益 　          151,759,535円 該当なし

当期損益 　 　　　　  69,809,900円 該当なし

当期未処分利益 　 　　　　 309,737,079円 該当なし

関連公益法人の基本財産に対する出捐、
拠出寄付等の明細

該当なし 該当なし

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　　　417,386,837円 未払金　　     　 0円

（Ａ）    2,645,140,487円 （Ａ）  234,613,478円

（Ｂ）    2,613,399,994円、98.8％ （Ｂ）　169,799,674円、72.2％

　

　　　　　　　  （業務委託） 　　　　　　　　 (業務委託)

関連公益法人の運営費、事業費等に充て
るため当該事業年度において負担した会
費、負担金等の明細

関連公益法人の総売上高（Ａ）とＪＩＣ
Ａの発注に係る売上高及びその割合
（Ｂ）

関連公益法人とＪＩＣＡの取り引きの関
連図 国際協力機構 （社）青年海外協力協会 国際協力機構 （社）協力隊を育てる会



法人の名称 日伯農業開発協力株式会社 株式会社国際協力データサービス

所在地 東京都千代田区一番町19番地全国農業共済会館 東京都渋谷区代々木2-4-9新宿三信ビル

事業内容 ブラジル・セラード地帯で実施されている日伯農業開発協力事業を ①日本国政府が行う開発途上国及び途上国援助に関する情報・

推進するために設立された現地法人に対する出資、経営への企画等 資料の収集及びその提供サービス業

②日本国政府が行う国際協力に関する調査・研究業務

③情報処理ソフト開発並びに開発に伴うコンサルティング業務

④コンピュータ活用講習会の開催

⑤労働者派遣事業

⑥情報データベースの作成及び保守

⑦事務用機器及び視聴覚教育用機器の販売業

⑧前記各号に付帯する一切の業務

役職員数 役員17名（うち非常勤16名）　社員3名（平成16年3月31日現在） 役員　5名（うち非常勤4名）　社員38名（平成16年3月31日現在）

役員氏名 取締役社長　　眞木　秀郎（元国際協力事業団 副総裁） （非常勤） 代表取締役　森本　勝　　（元国際協力事業団 タイ事務所長）

取締役専務　　永井　英　（元国際協力事業団 農林水産開発調査部長） 取締役　　　飯島　正孝　（元国際協力事業団 理事） (非常勤）

取締役　　　　鈴木　信毅（国際協力機構 理事　現任） （非常勤） 取締役　　　岡崎　剛一郎（元国際協力事業団 インドネシア事務所長） (非常勤）

監査役　　　　斎藤　正次（元国際協力事業団 ブラジル事務所長） （非常勤） 取締役　　　谷川　和男　（元国際協力事業団 鉱工業開発協力部長） (非常勤）

監査役　　　戸井田　冝雄（元国際協力事業団 八王子国際研修センター所長） (非常勤）

資産 　                  2,249,870,615円 　   　   446,409,117円

負債                     1,311,853,769円       　  125,286,604円

資本金 　                  2,000,000,000円 　　       51,800,000円

剰余金                   △1,046,588,154円 　  　    269,322,513円

営業収益 　                              0円 　   　    10,575,928円

経常損益 　                        135,642円 　   　    24,925,078円

当期損益 　                      △814,358円 　  　     25,088,178円

当期未処分利益                   △1,046,588,154円 　    　  218,675,113円

JICAが保有する当該会社の株式 ・取得価格　　　　　　428,445,102円 該当なし

・貸借対照表計上額　　428,445,102円

・当期の増減はありません。

・根拠法：国際協力機構法附則第３条（３）

・法令の規定：

関連会社に対する債権債務の明細 該当なし 未払金　　 81,991,446円

未収入金　 　　40,162円　　　

（Ａ）なし （Ａ）　  577,639,027円

（Ｂ）なし （Ｂ）　  479,455,963円、83.0％

　

　　　　　　          （ 出 資 ） 　　　　　　　  （業務委託）

関連会社の総売上高（Ａ）とＪＩＣＡの発注
に係る売上高及びその割合（Ｂ）

関連会社とＪＩＣＡの取り引きの関連図

　　(３)　当分の間、旧法第21条第１項第３号イ又はロの規定による貸付け又は出資の対象となっ
た事業及び前号の規定による貸付けの対象となった事業に必要な調査及び技術の指導を行うこと。

国際協力機構 （株）国際協力データサービス国際協力機構 日伯農業開発協力(株)



法人の名称 株式会社ティックス

所在地 東京都渋谷区代々木2-16-2甲田ビル

事業内容 ①主として国際協力に関わる通訳並びに研修監理業務

②翻訳業務

③労働者派遣業務

役職員数 役員　4名（うち非常勤3名）　社員　21名　（平成16年3月31日現在）

役員氏名 代表取締役　谷川　和男　　（元国際協力事業団 鉱工業開発協力部長）

取締役　　　戸井田　冝雄　（元国際協力事業団 八王子国際研修センター所長） (非常勤）

取締役　　　岡崎　剛一郎　（元国際協力事業団 インドネシア事務所長） (非常勤）

資産            296,161,291円

負債             85,181,166円

資本金 　          50,000,000円

剰余金 　         157,480,125円

営業収益 　          36,029,817円

経常損益 　          37,733,649円

当期損益 　          32,743,285円

当期未処分利益 　　　　 　155,480,125円

JICAが保有する当該会社の株式 該当なし

関連会社に対する債権債務の明細 未払金　　　25,413,217円

（Ａ）   　567,276,433円

（Ｂ）   　160,848,210円、28.2％

　　　　　　　　 (業務委託)

関連会社の総売上高（Ａ）とＪＩＣＡの発注に
係る売上高及びその割合（Ｂ）

関連会社とＪＩＣＡの取り引きの関連図 国際協力機構 （株）ティックス




