
単位：百万円

(7,564百万円)
(2百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
( ）

運用収入
( )

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 研究者海外派遣基金

基金設置法人名 独立行政法人日本学術振興会

A

基金造成のための
国からの交付決定額

（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

7,566百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成21年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
4,731百万円

執行（支出）済み額 2,835百万円

E

翌半期の執行
見込みについて

助成事業者（機関及び研究者）に対して、上半期 計856百万円を交付
予定。その他残額については、平成22年下半期以降、順次交付予定。

（執行見込額） 873百万円

科目 当該運用方法を選択している理由
(百万円） (円)

4,830百万円 1,232,526円

0百万円 0円

支出支出月 支出月 支出月

>20 <2009/10 >2009/9/30 <2010/4/1

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
当会基金の運用に関する取扱
要項に基づく。

短期・長期信託

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成21年度上半期合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成21年度下半期合計 2,835百万円



D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

書面審査書類発送費 1,580 ヤマト運輸（株）

プログラム申請書印刷代 984,375 日昇印刷（株）

職員人件費 6,676,632 個人　計6名

社会保険料等事業主負担金 427,011 国家公務員共済組合連合会　外1社

審査委員会用パソコン等レンタル料他 708,260 （株）リコー　外2社

書面審査謝金 4,649,000 個人　計67名

労働者派遣料 628,291 (株)インテリジェンス　外2社

タクシー使用料 11,403 イーエム自交無線協同組合

都内交通費 1,480 個人　外2名

委員会出席旅費 811,370 個人　計45名

複写用紙購入費他 26,927 富士ゼロックス（株）　外1社

書面審査書類発送・返送費他 219,090 ヤマト運輸（株）　外1社

複写機保守料他 62,154 富士ゼロックス（株）　外1社

審査委員会用会議室借料他 686,723 ホテルモントレ（株）　外2社

公募取止め通知印刷他 82,047 日昇印刷（株）

助成事業者へ助成金交付 5,631,640 個人　計2名（常勤研究者）

助成事業者へ助成金交付 19,111,974 個人　計96名（特別研究員）

職員人件費 2,156,216 個人　計5名

社会保険料等事業主負担金 494 697 国家公務員共済組合連合会 外1社

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

11月 通信運搬費

11月 印刷製本費

12月 職員給与

12月 法定福利費

12月 賃借料

12月 諸謝金

12月 派遣職員費

12月 役職員旅費

12月 役職員旅費

12月 その他旅費交通費

12月 消耗品費

12月 通信運搬費

12月 保守・修理費

12月 会議費

12月 印刷製本費

1月 助成金交付

1月 助成金交付

1月 職員給与

1月 法定福利費 社会保険料等事業主負担金 494,697 国家公務員共済組合連合会　外1社

PCレンタル料他 31,850 リコーリース（株）　外1社

書面審査謝金 1,700,200 個人　計131名

委員手当 2,268,600 個人　計62名

労働者派遣料 806,104 (株)インテリジェンス　外2社

都内交通費 1,360 個人　計2名

委員会出席旅費 1,312,900 個人　計54名

消耗品購入費 14,847 富士ゼロックス（株）

後納郵便料他 25,264 郵便事業株式会社　外2社

複写機保守料 73,764 富士ゼロックス（株）

助成事業者へ助成金交付 120,579,638 個人　計48名（常勤研究者）

助成事業者へ助成金交付 110,407,748 個人　計577名（特別研究員）

職員人件費 1,741,711 個人　計4名

社会保険料等事業主負担金 238,677 国家公務員共済組合連合会　外1社

PCレンタル料他 31,850 リコーリース（株）　外1社

労働者派遣料 688,896 (株)インテリジェンス　外2社

事務用品購入費 2,719 水戸事務用品（株）

消耗品購入費 7,665 富士ゼロックス（株）

1月 法定福利費

1月 賃借料

1月 諸謝金

1月 支払報酬

1月 派遣職員費

1月 役職員旅費

1月 その他旅費交通費

1月 消耗品費

1月 通信運搬費

1月 保守・修理費

2月 助成金交付

2月 助成金交付

2月 職員給与

2月 法定福利費

2月 賃借料

2月 派遣職員費

2月 消耗品費

2月 消耗品費



D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

後納郵便料他 8,403 郵便事業株式会社　外2社

複写機保守料 20,377 富士ゼロックス（株）

助成事業者へ助成金交付 369,470,250 個人　計107名（常勤研究者）

助成事業者へ助成金交付 59,192,654 個人　計208名（特別研究員）

滞在費返納金受入 -3,588,750 個人　計11名

助成事業機関へ助成金交付 2,084,144,000 助成先機関　計39機関

職員人件費 12,531,406 個人　計33名

社会保険料等事業主負担金 1,487,412 国家公務員共済組合連合会　外1社

PCレンタル料他 134,080 リコーリース（株）　外1社

事務所賃借料 2,575,296 住友不動産（株）

支給関連システム改修費等 2,235,241 東海ソフト（株）　外5社

労働者派遣料 2,559,600 (株)インテリジェンス　外3社

タクシー使用料 14,563 イーエム自交無線協同組合

都内交通費 1,360 個人　計2名

赴任旅費 359,860 個人　計2名

説明会等出席旅費 130,920 個人　計5名

事務用什器等購入費 1,751,485 （株）清和ビジネス　外2社

FAX購入費 376,950 （株）リコー

オンライン申請システムカスタマイズ 11 770 053 NECネクサソリューション

2月 通信運搬費

2月 保守・修理費

3月 助成金交付

3月 助成金交付

3月 助成金返納

3月 助成金交付

3月 職員給与

3月 法定福利費

3月 賃借料

3月 賃借料

3月 業務委託費

3月 派遣職員費

3月 役職員旅費

3月 役職員旅費

3月 役職員旅費

3月 役職員旅費

3月 消耗品費

3月 備品費

3月 ソフトウェア費 オンライン申請システムカスタマイズ 11,770,053 NECネクサソリューション

システム新設費 2,278,500 東海ソフト（株）

募集要項等印刷費他 1,782,672 日昇印刷（株）　外5社

電気料 51,943 住友不動産（株）

複写機保守料他 223,474 富士ゼロックス（株）　外1社

説明会場使用料 127,200 東京大学　外1機関

封筒等印刷費他 1,958,069 日昇印刷（株）　外4社

書籍購入費 19,949 （株）紀伊國屋書店　外2社

3月 ソフトウェア費

3月 ソフトウェア費

3月 通信運搬費

3月 電気料金

3月 保守・修理費

3月 会議費

3月 印刷製本費

3月 図書費


