
単位：百万円

(150,000百万円)
(23百万円)

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 先端研究助成基金

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。）

150,023百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

平成21年度終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
134,185百万円

執行（支出）済み額 15,838百万円

E

翌半期の執行
見込みについて

平成22年9月に最先端研究開発プログラムに係る研究支援担当機関
である30機関に対して計15,655百万円を交付予定。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） 15,824百万円

科目 当該運用方法を選択している理由
(百万円） (円)

134,217百万円 22,666,848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 15,838百万円



D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

都内交通費 2,220 個人　計2名

職員人件費 7,693,102 個人　計6名

社会保険料等事業主負担金 440,183 国家公務員共済組合連合会　外1社

PCレンタル料他 42,910 リコーリース（株）　外1社

複写機搬入・設置費 44,100 富士ゼロックス（株）

タクシー使用料 31,447 イーエム自交無線協同組合

事務用什器等購入費 573,746 水戸事務用品（株）　外2社

切手購入費 12,000 水戸事務用品（株）

入退室ｼｽﾃﾑ増設工事費他 839,675 日立電子サービス（株）　外2社

会議用消耗品購入費 21,040 水戸事務用品（株）

新聞購読料 4,282 日本経済新聞

職員人件費 3,241,011 個人　計6名

社会保険料等事業主負担金 666,714 国家公務員共済組合連合会　外1社

PCレンタル料他 42,910 リコーリース（株）　外1社

什器等移設費 274,312 （株）清和ビジネス

労働者派遣料 59,523 (株)ビッグアビリティ

タクシー使用料 93,463 東京都個人タクシー協同組合　外1社

委員会出席旅費 33,050 個人　計4名

消耗品購入費 7 665 富士ゼロックス（株）

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

11月 役職員旅費

12月 職員給与

12月 法定福利費

12月 賃借料

12月 業務委託費

12月 役職員旅費

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 図書費

1月 職員給与

1月 法定福利費

1月 賃借料

1月 業務委託費

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 消耗品購入費 7,665 富士ゼロックス（株）

後納郵便料他 8,545 郵便事業株式会社　外1社

複写機保守料 50,472 富士ゼロックス（株）

新聞購読料 4,282 日本経済新聞

職員人件費 3,161,922 個人　計6名

社会保険料等事業主負担金 385,556 国家公務員共済組合連合会　外1社

PCレンタル料他 42,910 リコーリース（株）　外1社

委員手当 139,300 個人　計7名

タクシー使用料 3,160 イーエム自交無線協同組合

事務用品等購入費 156,150 富士ゼロックス（株）　外2社

切手購入費他 107,809 水戸事務用品（株）　外2社

複写機保守料 120,700 富士ゼロックス（株）

説明会場借上費 189,525 ホテルモントレ（株）

研究助成金交付 15,784,741,123 東京大学　外13機関

職員人件費 18,400,840 個人　計31名

社会保険料等事業主負担金 2,394,276 国家公務員共済組合連合会　外1社

PCレンタル料他 181,174 リコーリース（株）　外1社

事務所賃借料 7,259,664 住友不動産（株）

1月 消耗品費

1月 通信運搬費

1月 保守・修理費

1月 図書費

2月 職員給与

2月 法定福利費

2月 賃借料

2月 支払報酬

2月 役職員旅費

2月 消耗品費

2月 通信運搬費

2月 保守・修理費

2月 会議費

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



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

英文書簡等作成料 44,100 （有）インターセクト

清掃料 119,103 住友不動産（株）

ＬＡＮ移設費他 2,662,380 ネットワンシステムズ（株)　外2社

タクシー使用料 301,585 東京都個人タクシー協同組合　外1社

赴任旅費 393,940 個人　計2名

都内交通費 15,460 個人　計4名

委員旅費 34,480 個人　計2名

事務用什器等購入費 1,348,535 （株）清和ビジネス　外2社

シュレッタ―購入費他 816,480 水戸事務用品（株）　外1社

電話使用料他 203,915 東日本電信電話（株）　外１社

電気料 81,979 住友不動産（株）

複写機保守料他 438,132 富士ゼロックス（株）　外1社

封筒印刷料 79,327 （株）大橋印刷

書籍購入費他 47,757 （株）紀伊國屋書店　外5社

3月 業務委託費

3月 業務委託費

3月 業務委託費

3月 役職員旅費

3月 役職員旅費

3月 役職員旅費

3月 その他旅費交通費

3月 消耗品費

3月 備品費

3月 通信運搬費

3月 電気料金

3月 保守・修理費

3月 印刷製本費

3月 図書費


