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第23期事業年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書
2021年（令和3年）2月1日　～　2022年（令和4年）1月31日

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン
（単位：円）

科　　目 金　額
Ⅰ 経常収益

1. 受取会費
正会員受取会費 2,170,000
賛助会員受取会費 745,000
ピースサポーター 24,685,212
ワンだふるサポーター 630,923,569
ワンだふるファミリー 40,274,000
ARROWSサポーター会費 3,186,100
ARROWSメディカルサポーター会費 839,000
その他受取会費 2,808,900 705,631,781

2. 受取寄付金
受取一般寄付金 40,706,345
受取特定目的寄付金 358,541,636
物品・現物等寄付収入 47,502,076 446,750,057

3. 受取助成金等
ふるさと納税交付金 784,624,500
受取民間助成金 1,031,192,461
受取補助金 495,138,818
国連等補助金 895,846,103 3,206,801,882

4. 事業収益
フェアトレード事業収益等その他売上 87,810,663
業務委託 9,639,760
その他事業収益 25,661,688 123,112,111

5. その他収益
受取利息 581,959
雑収益 26,141,441 26,723,400

　　経常収益計 4,509,019,231

Ⅱ 経常費用
1. 事業費

（1）人件費
給料 652,232,797
賃金 43,422,241
退職給付費用 2,735,644
法定福利費 90,582,980
福利厚生費 2,788,666
海外現地スタッフ人件費 319,864,928
人件費計 1,111,627,256

（2）その他経費
直接事業費 1,624,865,870
仕入高 47,037,767
地代家賃 138,581,994
通信費 19,597,713
旅費交通費（海外） 33,976,482
旅費交通費（国内） 40,546,712
広報啓発活動費 296,152,750
外注費 232,100,503
ふるさと納税お礼関連費用 20,045,142
減価償却費 65,406,752
その他の費目 535,314,792
その他経費計 3,053,626,477

事業費計 4,165,253,733



第23期事業年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書
2021年（令和3年）2月1日　～　2022年（令和4年）1月31日

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン
（単位：円）

科　　目 金　額
2. 管理費

（1）人件費
役員報酬 100,000
給料 58,755,347
賃金 1,472,794
退職給付費用 7,297,004
法定福利費 18,478,111
福利厚生費 1,134,202
人件費計 87,237,458

（2）その他経費
地代家賃 14,753,952
通信費 2,379,825
旅費交通費（国内） 1,811,738
外注費 10,671,000
減価償却費 4,028,694
その他の費目 40,388,944
その他経費計 74,034,153

管理費計 161,271,611
　　経常費用計 4,326,525,344

当期経常増減額 182,493,887
Ⅲ 経常外収益

固定資産売却益 38,716,245
為替差益 40,725,730

　　経常外収益計 79,441,975
Ⅳ 経常外費用

固定資産除却損 18,018,758
固定資産売却損 10,344,175
助成金返還額 1,329,650
支払利息 44,726,637
有価証券評価損 905,200
その他経常外費用 277,071

　　経常外費用計 75,601,491
　　　税引前当期正味財産増減額 186,334,371
　　　法人税、住民税及び事業税 880,800
　　　当期正味財産増減額 185,453,571
　　　前期繰越正味財産額 141,498,292
　　　次期繰越正味財産額 326,951,863



第23期事業年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表
2022年(令和4年)1月31日時点

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン

（単位：円）

資産 負債及び正味財産
科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ 資産の部 Ⅱ  負債の部
1 流動資産 1  流動負債

現金預金 1,104,904,603 仮受金 187,956
海外現金預金 294,066,060 未払金 251,348,430
売掛金 10,549,991 未払費用 345,205
商品 33,771,614 預り金 15,654,015
貯蔵品 12,262,860 前受金 603,319
未収入金 128,827,391 短期借入金 445,000,000
未収収益 1,002,932 1年内返済予定長期借入金 158,275,361
立替金 3,437,278 前受助成金等 765,454,299
前払金 4,518,603 未払法人税等 880,800
前払費用 13,256,545 未払消費税等 2,499,100
仮払金 198,296,179 流動負債合計 1,640,248,485
未収補助金等 6,470,395
預け金 1,525,091 2  固定負債

流動資産合計 1,812,889,542 退職給付引当金 37,045,184
2 固定資産 リース債務 25,779,676

建物 173,441,114 長期未払金 751,512
建物付属設備 51,641,662 長期借入金 775,992,613
構築物 60,804,027 長期前受収益 133,402
車両運搬具 5,600,660 固定負債合計 839,702,387
工具器具備品 30,559,525 負債の部合計 2,479,950,872
機械装置 321,555 Ⅲ  正味財産の部
船舶 27,999,995
生物 250,456 前期繰越正味財産額 141,498,292
土地 22,582,576 当期正味財産増減額 185,453,571
美術品 489,940,271 正味財産 326,951,863
図書 10,690,934
リース資産 22,790,094
建設仮勘定 5,969,068

有形固定資産計 902,591,937
電話加入権 385,392
商標権 355,261
水道施設利用権 250,286
借地権 1,857,600

無形固定資産計 2,848,539
子会社株式 5,594,700
投資有価証券 46,898,000
長期貸付金 13,231,972
長期前払費用 825,000
敷金及び保証金 22,023,045

投資その他の資産計 88,572,717
固定資産合計 994,013,193 正味財産の部合計 326,951,863

資産の部合計 2,806,902,735 負債の部及び正味財産の部合計 2,806,902,735



第23期事業年度　　財務諸表の注記
2022年(令和4年)1月31日現在

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン
１． 重要な会計方針

　　財務諸表の作成は、 NPO法人会計基準（2010年7月20日　2017年12月12日最終改正、NPO法人会計基準協議会） 
によっています。

　 （１） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しております。

　 （２） 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却方法は定率法（但し1998年4月1日以降に取得した建物及び、2020年2月1日
以降に取得した航空機、船舶、書籍は定額法）、リース資産については、リース期間定額法を採用
し、耐用年数は経済的耐用年数（2020年1月31日までに取得した資産は税法基準による耐用年数）を採
用しております。

　 （３） 引当金の計上基準
退職給付引当金
退職給付引当金は期末在職職員の「自己都合による退職時の要支給額（100％）」を計上しておりま
す。

　 （４） 外国通貨の換算方法について
外貨建取引については各月の平均レートにより円換算しております。
外国通貨及び外貨建金銭債権債務については期末日のレートにより円換算しております。

（５） 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「4.　施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

（６） 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税は税込方式によっております。

（７） 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券は、時価法により行っています。

２ 表示方法の変更
広報啓発活動費（前事業年度：359,212,135円）は、従来、活動計算書上、「事業費：その他の費目」に含めて表示し
ていましたが、当事業年度から区分表記しました。

３ 事業別損益の状況
別紙「事業内訳」参照

４ 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
（単位：円）

内容 金額 備考
　物品・現物等 (7,561,805) 　市場価格等により算出
　美術品 (39,940,271) 　市場価格等により算出



第23期事業年度　　財務諸表の注記
2022年(令和4年)1月31日現在

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン
５ 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の使途が制約されていない正味財産は236,068,637円です。

（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考
民間助成金 入金額は1,038,836,992円。

未使用分は前受処理している。　　JPF,日本財団,JCI等 (0) (1,031,192,461) (1,031,192,461) (0)

国連等補助金 入金額は964,542,078円。
未使用分は前受処理している。UNHCR,PRM,USAID等 (0) (895,846,103) (895,846,103) (0)

その他補助金 入金額は455,918,684円。
未使用分は前受処理している。外務省等 (0) (495,138,818) (495,138,818) (0)

会費･寄付金及び
ふるさと納税交付金

保護犬事業 (0) (1,400,796,092) (1,400,796,092) (0)

ARROWS
空飛ぶ捜索医療団

(2,579,326) (166,405,567) (168,984,893) (0)

特定目的寄付金 残高は翌期に繰り越す。
佐賀伝統工芸 (20,333,183) (98,892,158) (97,162,396) (22,062,945) 伝統工芸支援事業に使用予定

コロナ対策 (79,637,064) (79,037,530) (118,924,387) (39,750,207) コロナ対策支援事業に使用予定

西日本豪雨 (14,399,622) (4,053,956) (6,744,564) (11,709,014) 被災者支援事業に使用予定

2019台風19号 (8,231,714) (15,000) (8,246,714) (0) 被災者支援事業に使用予定

2020九州豪雨 (4,242,756) (46,747) (322,588) (3,966,915) 被災者支援事業に使用予定

2021九州・中国豪雨 (0) (4,737,879) (1,384,705) (3,353,174) 被災者支援事業に使用予定

ミャンマー (0) (6,110,549) (4,478,889) (1,631,660) 避難民支援事業に使用予定

フィリピン (0) (319,434) (47,915) (271,519) 被災者支援事業に使用予定

ハイチ (0) (7,780,948) (6,268,126) (1,512,822) 被災者支援事業に使用予定

米国 (0) (8,833,294) (2,208,324) (6,624,970) 被災者支援事業に使用予定

合計 (129,423,665) (4,199,206,536) (4,237,746,975) (90,883,226)

６ 固定資産の増減内訳 （単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産
建物 (690,695,534) (550,000) (423,706,567) (267,538,967) (94,097,853) (173,441,114)

建物付属設備 (169,386,720) (7,293,550) (71,499,368) (105,180,902) (53,539,240) (51,641,662)

構築物 (84,356,250) (6,354,755) (1,800,000) (88,911,005) (28,106,978) (60,804,027)

車両運搬具 (56,287,195) (2,395,741) (7,191,368) (51,491,568) (45,890,908) (5,600,660)

工具器具備品 (103,891,033) (21,279,828) (7,836,168) (117,334,693) (86,775,168) (30,559,525)

機械装置 (1,886,361) (0) (802,059) (1,084,302) (762,747) (321,555)

船舶 (66,979,932) (8,450,200) (429,860) (75,000,272) (47,000,277) (27,999,995)

生物 (2,022,000) (0) (210,000) (1,812,000) (1,561,544) (250,456)

土地 (16,582,576) (6,000,000) (0) (22,582,576) (0) (22,582,576)

航空機 (120,350,000) (0) (120,350,000) (0) (0) (0)

リース資産 (57,372,072) (6,608,580) (1,288,440) (62,692,212) (39,902,118) (22,790,094)

建設仮勘定 (283,586) (5,969,068) (283,586) (5,969,068) (0) (5,969,068)

美術品 (450,000,000) (39,940,271) (0) (489,940,271) (0) (489,940,271)

図書 (13,648,000) (0) (0) (13,648,000) (2,957,066) (10,690,934)

有形固定資産資産計 (1,833,741,259) (104,841,993) (635,397,416) (1,303,185,836) (400,593,899) (902,591,937)



第23期事業年度　　財務諸表の注記
2022年(令和4年)1月31日現在

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

無形固定資産
電話加入権 (385,392) (0) (0) (385,392) (0) (385,392)

商標権 (2,650,510) (0) (0) (2,650,510) (2,295,249) (355,261)

借地権 (1,857,600) (0) (0) (1,857,600) (0) (1,857,600)

ソフトウェア (4,353,321) (0) (0) (4,353,321) (4,353,321) (0)

水道施設利用権 (502,000) (0) (0) (502,000) (251,714) (250,286)

無形固定資産計 (9,748,823) (0) (0) (9,748,823) (6,900,284) (2,848,539)

投資その他の資産
子会社株式 (5,594,700) (0) (0) (5,594,700) (0) (5,594,700)

投資有価証券 (43,500,000) (4,303,200) (905,200) (46,898,000) (0) (46,898,000)

出資金 (50,000) (0) (50,000) (0) (0) (0)

長期貸付金 (22,783,395) (0) (9,551,423) (13,231,972) (0) (13,231,972)

長期前払費用 (4,322,000) (0) (1,760,000) (2,562,000) (1,737,000) (825,000)

敷金及び保証金 (21,771,673) (1,040,513) (789,141) (22,023,045) (0) (22,023,045)

投資その他の資産計 (98,021,768) (5,343,713) (13,055,764) (90,309,717) (1,737,000) (88,572,717)

合計 (1,941,511,850) (110,185,706) (648,453,180) (1,403,244,376) (409,231,183) (994,013,193)

７ 借入金の増減内訳 （単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高 備考
短期借入金

㈱広島銀行 260,000,000) (395,000,000) (460,000,000) (195,000,000)

その他 282,524,113) (250,000,000) (282,524,113) (250,000,000) 当期返済のうち50,000,000円は期日変更のため、
長期借入金へ振替

短期借入金計 542,524,113) (645,000,000) (742,524,113) (445,000,000)

長期借入金
㈱広島銀行 160,012,000) (0) (55,192,000) (104,820,000) うち、35,700,000円は1年内返済予定長期借入金

㈱日本政策金融公庫 42,500,000) (80,000,000) (42,500,000) (80,000,000)

㈱佐賀共栄銀行 52,244,029) (50,000,000) (56,409,029) (45,835,000) うち、9,996,000円は1年内返済予定長期借入金

その他 715,821,014) (250,000,000) (262,208,040) (703,612,974) うち、112,579,361円は1年内返済予定長期借入金 

長期借入金計 970,577,043) (380,000,000) (416,309,069) (934,267,974)

合計 1,513,101,156) (1,025,000,000) (1,158,833,182) (1,379,267,974)

８ 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。 （単位：円）

項目 財務諸表に計上された金額 内役員及び近親者との取引
（活動計算書）

受取民間助成金※1 (1,031,192,461) (1,018,495,470)

地代家賃(管理費) (14,753,952) (8,153,952)

外注費(事業費) (232,100,503) (7,200,000)

（貸借対照表）

長期貸付金 (13,231,972) (4,000,000)

※1 民間助成金のうち、PWJ理事の石井が役員である特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム（JPF）の助成金収入を記載していま
す。助成金の交付は、申請団体を除く助成審査委員会及び常任委員会において適正に審査されています。

９ その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項

　・　事業費と管理費の按分方法
管理部職員のうち各事業へ従事している者の人件費は、従事割合で、事業費に振り替えております。
その他経費のうち、各事業の直接経費については直接事業費としております。



別紙：事業内訳　
2021年（令和3年）2月1日　～　2022年（令和4年）1月31日
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン

（単位：円）

科　　目

（1） （2） （3） （4） （5）

事業費計 管理 合計
緊急人道支援、及び復
興・開発支援（フェア
トレード等の収益事業
を含む）事業

まちづくりを推進し、
地域社会の活力を高め
る事業

人と動物の共生をめざ
す動物愛護事業

社会のさまざまな制度
やシステムの調査研究
・改善事業

活動に関連する情報の
発信及びアドボカシー
事業

Ⅰ 経常収益
1. 受取会費 4,489,600) 0) 671,197,569) 0) 29,944,612) 705,631,781) 0) 705,631,781)
2. 受取寄付金 165,378,121) 80,211,147) 157,983,523) 0) 41,207,666) 444,780,457) 1,969,600) 446,750,057)
3. 受取助成金等 2,535,821,382) 98,942,500) 571,615,000) 23,000) 0) 3,206,401,882) 400,000) 3,206,801,882)
4. 事業収益 86,980,732) 1,099,630) 26,687,155) 2,790,310) 5,530,383) 123,088,210) 23,901) 123,112,111)
5. その他収益 14,426,951) 276,280) 740,860) 5,000) 28,912) 15,478,003) 11,245,397) 26,723,400)

　　経常収益計 2,807,096,786) 180,529,557) 1,428,224,107) 2,818,310) 76,711,573) 4,495,380,333) 13,638,898) 4,509,019,231)
Ⅱ 経常費用

（1）人件費
役員報酬 0) 0) 0) 0) 0) 0) 100,000) 100,000)
給料 301,512,363) 23,983,862) 261,074,649) 11,271,966) 54,389,957) 652,232,797) 58,755,347) 710,988,144)
賃金 7,948,046) 122,675) 29,704,333) 2,100) 5,645,087) 43,422,241) 1,472,794) 44,895,035)
退職給付費用 0) 0) 969,300) 1,675,894) 90,450) 2,735,644) 7,297,004) 10,032,648)
法定福利費 32,677,650) 3,377,191) 39,451,280) 6,980,250) 8,096,609) 90,582,980) 18,478,111) 109,061,091)
福利厚生費 2,471,184) 84,913) 112,033) 68,100) 52,436) 2,788,666) 1,134,202) 3,922,868)
海外現地スタッフ人件費 319,864,928) 0) 0) 0) 0) 319,864,928) 0) 319,864,928)
人件費計 664,474,171) 27,568,641) 331,311,595) 19,998,310) 68,274,539) 1,111,627,256) 87,237,458) 1,198,864,714)

（2）その他経費
直接事業費 1,392,325,138) 50,740,059) 157,839,363) 23,961,310) 0) 1,624,865,870) 0) 1,624,865,870)
仕入高 43,987,234) 407,312) 2,643,221) 0) 0) 47,037,767) 0) 47,037,767)
地代家賃 64,990,946) 2,266,430) 70,822,778) 0) 501,840) 138,581,994) 14,753,952) 153,335,946)
通信費 12,272,641) 1,114,024) 3,607,242) 335,389) 2,268,417) 19,597,713) 2,379,825) 21,977,538)
旅費交通費（海外） 33,856,446) 0) 0) ▲121,300  241,336) 33,976,482) 0) 33,976,482)
旅費交通費（国内） 20,063,384) 5,838,622) 8,295,337) 1,342,460) 5,006,909) 40,546,712) 1,811,738) 42,358,450)
広報啓発活動費 8,679,863) 2,102,010) 279,930,184) 100,000) 5,340,693) 296,152,750) 0) 296,152,750)
外注費 82,429,663) 53,736,702) 59,043,991) 9,700,000) 27,190,147) 232,100,503) 10,671,000) 242,771,503)
ふるさと納税お礼関連費用 348,417) 0) 19,696,725) 0) 0) 20,045,142) 0) 20,045,142)
減価償却費 24,736,585) 14,609,857) 25,837,645) 0) 222,665) 65,406,752) 4,028,694) 69,435,446)
その他の費目 284,008,097) 21,740,131) 217,855,566) 2,650,327) 9,060,671) 535,314,792) 40,388,944) 575,703,736)
その他経費計 1,967,698,414) 152,555,147) 845,572,052) 37,968,186) 49,832,678) 3,053,626,477) 74,034,153) 3,127,660,630)

　　経常費用計 2,632,172,585) 180,123,788) 1,176,883,647) 57,966,496) 118,107,217) 4,165,253,733) 161,271,611) 4,326,525,344)
当期経常増減額 174,924,201) 405,769) 251,340,460) ▲55,148,186  ▲41,395,644  330,126,600) ▲147,632,713  182,493,887)

※（1）から（5）の事業区分は、定款における事業名称を記載しています。昨年度から集計方法の変更はありません。



第23期事業年度　特定非営利活動に係る事業　財産目録
2022年(令和4年)1月31日現在

特定非営利活動法人ピースウｲンズ・ジャパン
（単位：円）

科　　　目 金　　　額
Ⅰ　資産の部

１　流動資産
現金預金

現金
　神石本部事務所 (2,451,610)
　神石本部事務所 US$9,137.25 (1,053,251)
　神石本部事務所 TWD4,900.00 (20,286)
　神石本部事務所 TRY645.00 (5,528)
　福山事務センター (53,884)
　神石事務所 (448,999)
　東京事務所 (1,175,000)
　東京事務所 US$4,820.37 (555,644)
　広島譲渡センター (218,305)
　福山譲渡センター (34,745)
　世田谷譲渡センター (67,237)
　湘南譲渡センター (388,405)
　あきる野譲渡センター (320,401)
　岡山譲渡センター (178,990)
　生駒譲渡センター (293,683)
　豊島事務所 (348,027)
　佐賀事務所 (107,385)
普通預金
　三井住友銀行 五反田支店 2口座 (22,551,511)
　三井住友銀行 五反田支店 US$918,313.85 (105,854,037)
　三井住友銀行 青山支店 2口座 (15,844,302)
　三井住友銀行 桜新町支店 (671,707)
　三菱UFJ銀行 笹塚支店 (611,743)
　楽天銀行 ロック支店 (7,555)
　PayPay銀行 本店営業部 2口座 (1,410,563)
　PayPay銀行 ビジネス営業部 2口座 (7,608,531)
　PayPay銀行 スズメ支店 2口座 (887,868)
　広島銀行 油木支店 28口座 (639,054,527)
　広島銀行 油木支店 US$965.50 (111,293)
　広島銀行 本店営業部 (262,111,000)
　佐賀共栄銀行 本店営業部 (32,970,880)
　ゆうちょ銀行 振替口座 3口座 (3,610,567)
　ゆうちょ銀行 通常貯金 9口座 (1,231,765)
　愛媛銀行 福山支店 (1,659,491)
　Paypal (985,883)

(1,104,904,603)
海外現金預金

イラク (27,205,399)
イスラエル (4,371,572)
ウガンダ (43,810,942)
ケニア (96,330,338)
南スーダン (4,182,208)
モザンビーク (984,226)
スリランカ (4,872,503)
バングラデシュ (55,797)
ミャンマー (14,151,839)
ネパール (82,817,661)
東ティモール (10,964,564)
ハイチ (1,477,722)
パラオ (2,841,289)

(294,066,060)
売掛金

㈱坂ノ途中 (1,161,540)
㈱堀口珈琲 (983,850)
ハマヤ㈱ (647,886)
(同)オアシス (384,503)
その他 (7,372,212)

(10,549,991)



第23期事業年度　特定非営利活動に係る事業　財産目録
2022年(令和4年)1月31日現在

特定非営利活動法人ピースウｲンズ・ジャパン
（単位：円）

科　　　目 金　　　額
商品

コーヒーなどフェアトレード商品 (32,474,237)
保護犬関連商品 (533,385)
その他 (763,992)

(33,771,614)
貯蔵品

保護犬事業犬用医薬品在庫 (11,554,916)
その他 (707,944)

(12,262,860)
未収入金

1月末締分ふるさと納税交付金(広島県神石高原町) (50,880,000)
1月末締分ふるさと納税交付金(佐賀県) (74,245,500)
その他 (3,701,891)

 (128,827,391)
未収収益

ミャンマー事業業務委託料(公益財団法人笹川平和財団) (1,000,000)
その他 (2,932)

(1,002,932)
立替金

イラク事業提携団体負担費用立替(PeaseWindsAmerica) (997,838)
スタッフ負担費用立替分(翌期精算) (254,791)
その他 (2,184,649)

(3,437,278)
前払金

船舶海上・陸上保管料前払金(ツネイシLRベラビスタマリーナ) (2,079,990)
施設使用料(㈱神石高原ティアガルテン) (800,000)
海外旅行保険料前払金(㈱レジアスインパクト) (100,000)
海外旅行保険料前払金(㈱霞友サービス) (1,000,000)
その他 (538,613)

(4,518,603)
前払費用

保護犬事業前払費用 (11,258,649)
捜索救助チーム育成事業業務委託費前払費用(㈱帝釈峡遊覧船) (600,000)
佐賀事業前払費用 (221,407)
その他 (1,176,489)

(13,256,545)
仮払金

東ティモール事業子会社への仮払金 (172,517,039)
イスラエル事業資金提携団体への仮払金 (9,197,990)
アフガニスタン事業資金提携団体への仮払金 (2,549,922)
バングラデシュ事業資金提携団体への仮払金 (2,295,852)
ミャンマー事業資金提携団体への仮払金 (2,200,000)
シリア事業資金提携団体への仮払金 (1,925,802)
その他 (7,609,574)

(198,296,179)
未収補助金等

スリランカ事業補助金(外務省) (2,391,030)
イラク事業助成金(UNOCHA) (2,084,356)
イラク事業助成金(UNHCR) (1,024,360)
その他 (970,649)

(6,470,395)
預け金

預かり所得税還付分(府中税務署) (1,393,555)
その他 (131,536)

(1,525,091)
流動資産合計　　 (1,812,889,542)



第23期事業年度　特定非営利活動に係る事業　財産目録
2022年(令和4年)1月31日現在

特定非営利活動法人ピースウｲンズ・ジャパン
（単位：円）

科　　　目 金　　　額
２　固定資産

建物 173,441,114
建物付属設備 51,641,662
構築物 60,804,027
車両運搬具 5,600,660
工具器具備品 30,559,525
機械装置 321,555
船舶 27,999,995
生物 250,456
土地 22,582,576
美術品 450,000,000
美術品※アート基金分 39,940,271
図書※アート基金分 10,690,934
リース資産 22,790,094
建設仮勘定 5,969,068

有形固定資産計 902,591,937
電話加入権 385,392
商標権 355,261
水道施設利用権 250,286
借地権 1,857,600

無形固定資産計 2,848,539
子会社株式(㈱グレイスストーン) 4,500,000
子会社株式(Cafe Brisa Serena Unipessoal Lda) 794,700
子会社株式(グローバル・コ・ドローン㈱) 300,000
投資有価証券(㈱神石高原ティアガルテン) 30,000,000
投資有価証券(㈱カシワダイリンクス) 12,500,000
投資有価証券((同)葉隠) 1,000,000
投資有価証券(第一三共㈱)※ARROWS基金分 2,052,000
投資有価証券(三浦工業㈱)※ARROWS基金分 1,346,000
長期貸付金((特非)現代アートプラットフォーム) 4,000,000
長期貸付金(㈱カシワダイリンクス) 2,010,974
長期貸付金((特非)相馬救援隊) 7,220,998
長期前払費用(信用保証協会保証料) 825,000
敷金及び保証金 22,023,045

投資その他の資産計 88,572,717

固定資産合計　　 (994,013,193)
資産の部合計　　 (2,806,902,735)

PC294
長方形

PC294
長方形

PC294
長方形

PC294
長方形

PC294
長方形

PC294
長方形



第23期事業年度　特定非営利活動に係る事業　財産目録
2022年(令和4年)1月31日現在

特定非営利活動法人ピースウｲンズ・ジャパン
（単位：円）

科　　　目 金　　　額
Ⅱ　負債の部

１　流動負債
仮受金

立替費用過入金分仮受金(Peace Winds America) 143,934
その他 44,022

187,956
未払金

2月給与(2022年1月1日から1月31日締め分) 60,501,805
助成金返還額未払金((特非)ジャパン・プラットフォーム) 38,359,151
サポーター獲得広告費(gooddo㈱) 18,550,890
補助金返還額(外務省) 14,850,409
2022年1月分社会保険料団体負担分(備後府中年金事務所) 8,418,033
業務委託費等(㈱ファンドレックス) 4,324,850
労働保険料第三期支払分(広島労働局) 3,338,127
その他保護犬事業未払金 38,361,740
その他佐賀事業未払金 10,483,550
その他 54,159,875

251,348,430
未払費用

支払利息未払費用分 345,205

預り金
イラク事業預り金 5,893,452
南スーダン事業預り金 4,389,136
住民税預り分 1,589,200
その他 3,782,227

15,654,015

前受金 603,319

短期借入金
㈱広島銀行 195,000,000
その他 250,000,000

445,000,000

1年内返済予定長期借入金
㈱広島銀行 35,700,000
㈱佐賀共栄銀行 9,996,000
その他 112,579,361

158,275,361
前受助成金等

民間助成金 436,627,704
国連等補助金 101,728,812
その他補助金 227,097,783

765,454,299

未払法人税等 880,800

未払消費税等 2,499,100

流動負債合計　　 1,640,248,485



第23期事業年度　特定非営利活動に係る事業　財産目録
2022年(令和4年)1月31日現在

特定非営利活動法人ピースウｲンズ・ジャパン
（単位：円）

科　　　目 金　　　額
２　固定負債

退職給付引当金 37,045,184

リース債務
車両リース債務(㈱帝釈峡遊覧船) 8,460,000
車両リース債務(ひろぎんリース㈱) 12,472,196
複合機リース債務(㈱ジャックスリース） 2,485,120
保護犬用医療機器リース債務(エネルギアL＆Bパートナーズ) 2,362,360

25,779,676
長期未払金

社用車割賦購入債務(㈱オリエントコーポレーション) 751,512

長期借入金
㈱広島銀行 69,120,000
㈱日本政策金融公庫 80,000,000
㈱佐賀共栄銀行 35,839,000
その他 591,033,613

775,992,613
長期前受収益

133,402

固定負債合計　　 839,702,387

負債の部合計　　 2,479,950,872
正味財産　　 326,951,863


