
（各基金ごとの収支状況）

【収入】 2,594,035,990 6,466,009,683 16,114,204,250 7,969,412,498 33,143,662,421

（単位：円）　　2016年3月31日現在

2015年度　日本財団　ROAD PROJECT　収支一覧

2011～2014年度
（１）一般寄付金

（東日本大震災支援基金）
（２）指定寄付金 （３）受託金・補助金

（4）自主財源
（ボートレースの交付金） 合計

（４）自主財源
（ボートレースの交付金） 合計

次期繰越金 17,905,209 393,994,184 13,325,799,859 0 13,737,699,252

【支出】 2,576,130,781 6,072,015,499 2,788,404,391 7,969,412,498 19,405,963,169

【収入】

前期繰越金 17,905,209 前期繰越金 393,994,184 前期繰越金

398,994,184 13,325,799,859

2015年度 （１）一般寄付金
（東日本大震災支援基金）

（２）指定寄付金 （３）受託金・補助金

13,325,799,859

1,048,331,395 14,853,177,161当期収入 62,146,514 当期収入 5,000,000 当期収入 0

80,051,723

次期繰越金 79,893,524 198,747,259 4,906,435,883 0 5,185,076,666

【支出】 158,199 200,246,925 8,419,363,976 1,048,331,395 9,668,100,495

＜（１）東日本大震災支援基金により実施する事業＞

収入 資金種別 金額

一般寄付金（東日本大震災支援基金）

前期繰越金 17,905,209
当期収入 62,146,514

80,051,723

「日本財団-ネレウス文庫」寄贈に係る寄付者関連資料・写真等の印刷製本 （日本財団独自の活動） 6,950

クレジットカード寄付受入に係る手数料 （日本財団独自の活動） 85,988

支出 事業名 事業パートナー 金額

「日本財団-ネレウス文庫」寄贈 （日本財団独自の活動） 65,261

計 158,199

＜（２）指定寄付金により実施する事業＞

収入計

前期繰越金 393,994,184

当期収入 5,000,000

398,994,184

7,253,577

支出 事業名 事業パートナー 金額

企画検討中 企画検討中 0

支出計 200,246,925

収入 基金名 金額

ダイムラー基金

前期繰越金 7,253,577

当期収入

支出 事業名 事業パートナー 金額
福島県南相馬市における発達障がい者等の困難を抱える子ども達と家族
への総合支援事業

（特）トイボックス 25,192,551

計 0

収入 基金名 金額

ハタチ基金

前期繰越金 53,427,367

当期収入 0

コラボスクール・女川向学館における学習支援
（認特）カタリバ

8,000,000

コラボスクール・大槌臨学舎における学習支援 9,378,270

東日本大震災で被災した子どもへの学校外教育バウチャー提供支援 （公社）チャンス・フォー・チルドレン 10,856,546

53,427,367

272,695,401

支出 事業名 事業パートナー 金額

三陸フィッシャーマンズ・スクール・オブ・リーダーシップ（FSL）【第一段階】 一般社団法人　東の食の会 2,530,000

計 53,427,367

収入 基金名 金額

キリン水産業支援『絆』プロジェクト基金

前期繰越金 272,695,401

当期収入 0

「鯉に恋する郡山」プロジェクト 郡山市 9,000,000

唐桑おすそわけプロジェクト　～若手漁師の挑戦～ からくわ一本釣り活イカ組合 15,000,000

三陸フィッシャーマンズ・スクール・オブ・リーグ（FSL）【第二段階】 一般社団法人　東の食の会 29,890,000

「鯉に恋する郡山」プロジェクト 県南鯉養殖漁業協同組合 1,000,000

1



（各基金ごとの収支状況）

自主財源　資金種別

宮城県産「殻付き牡蠣」ブランディングプロジェクト
～宮城県産「殻付き牡蠣」ブランド強化と首都圏での取り組み～

宮城県漁業協同組合 15,000,000

七ヶ浜町ブランドプロモーション事業 株式会社七ヶ浜ハーバースクエア 3,000,000

地域ブランド「常磐もの」による風評被害払拭事業 いわき市水産物地域ブランド化推進委員会 15,000,000

気仙沼メカジキの高付加価値化による『食のまち　気仙沼』プロジェクト 気仙沼メカジキブランド化推進委員会 25,000,000

取材・レポート作成 （日本財団独自の活動） 2,660,000

いわて食の大商談会 公益財団法人いわて産業振興センター 597,980

キリン絆プロジェクトの情報発信関連業務の委託 凸版印刷株式会社 21,930,480

キリン絆プロジェクト等の水産業関連復興支援事業における取材・レポート作成 有限会社パワーボール 1,444,079

収入印紙購入代 （日本財団独自の活動） 1,000

計 141,819,558

収入 基金名 金額

イオン商談会 （日本財団独自の活動） 458,648

収入印紙購入代 （日本財団独自の活動） 20,000

支出 事業名 事業パートナー 金額

企画検討中 企画検討中 0

New Day基金

前期繰越金 60,617,839

当期収入 0

60,617,839

5,000,000

支出 事業名 事業パートナー 金額

地域で育む子どもの発育・発達支援2015プロジェクト 地球の楽好 5,000,000

計 0

収入 寄付者 金額

ジョンソン・エンド・ジョンソン社会貢献委員会

前期繰越金 0

当期収入 5,000,000

計 5,000,000

＜（３）受託金・補助金により実施する事業＞

収入計

前期繰越金 13,325,799,859

当期収入 0

13,325,799,859

支出計 8,419,363,976

収入 補助金 金額

造船業等復興支援事業

前期繰越金 13,325,799,859

当期収入 0

造船復興みらい基金（造船業等復興支援事業費補助事業） (株）みらい造船 7,033,333,321

計 8,419,363,976

＜（４）自主財源により実施する事業＞

13,325,799,859

支出 事業名 事業パートナー 金額

造船復興みらい基金（造船業等復興支援事業費補助事業） (株）聖人堀鉄工所 1,386,030,655

収入 資金種別 金額

自主財源（ボートレースの交付金） 1,048,331,395

支出 事業名 事業パートナー 金額 資金種別

地域で育む子どものココロとカラダの発達・発育促進モデルの構築 地球の楽好 16,190,000 自主財源②

 こども向け複合体験施設 MORIUMIUS（モリウミアス）の運営 sweet treat 311 10,000,000 自主財源②

復興人材プラットフォーム事業
（一社）RCF復興支援チーム
（特）HUG
（特）エティック

43,016,000 自主財源⑤

復興人材プラットフォーム事業に係る調査研究事業 （日本財団独自の活動） 2,275,395 自主財源⑤

118,500,000 自主財源③

福島の復興を担う人材育成 あすびと福島 10,000,000 自主財源②

被災造船業復興のための気仙沼エリアにおける津波対応型造船施設整備事業 気仙沼市 800,000,000 自主財源①

自主財源⑤ 社会変革推進事業費

返還金戻入 釜石六次化研究会 -427,387

返還金戻入 みらい食の研究所 -285,242

計 1,048,331,395

自主財源① 一号交付金 自主財源② 二号交付金 自主財源③ 国内協力援助金 自主財源④ 調査研究費

地域コミュニティ創生のための神社再生 御霊神社 48,350,000 自主財源③

地域コミュニティ創生のための神社再生 白山神社
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