
単位：百万円

(150,000百万円)
(473百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

95 005百万円 472 820 117円

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

平成22年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
94,965百万円

執行（支出）済み額 55,508百万円

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13,685百万円を交
付予定。その他残額については、平成23年下半期以降、順次交付予
定。

（執行見込額） 13,794百万円

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。）

150,473百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

95,005百万円 472,820,117円

支出支出月 支出月 支出月
>20 <2009/10 >2010/3/31 <2010/10/1

執行済み額（C)の
平成21年度合計 15,838百万円
執行済み額（C)の

平成22年度上半期合計 2,043百万円
執行済み額（C)の

平成22年度下半期合計 37,628百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

預貯金
項に基づく。

短期・長期信託



D 執行済み額（C)の平成22年度下半期内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

研究助成金交付 14,510,740,866 （独）科学技術振興機構　外15機関

職員人件費 7,177,111 個人　計16名

社会保険料等事業主負担金 992,753 国家公務員共済組合連合会　外2社

PCレンタル料他 1,985,525 リコーリース（株）　外3社

書面審査謝金等 647,200 積水化学工業（株）　外1社

書面審査謝金等 140,610,420 個人　計273名

委員手当 214,800 積水化学工業（株）　外2社

委員手当 17,078,720 個人　計266名

テープ起こし作業 489,930
（株）アドレス

労働者派遣料 1,249,315 （株）人材バンク　外1社

タクシー使用料 22,721 イーエム自交無線協同組合　外1社

国内出張旅費 122,080 個人　計4名

委員会出席旅費 2,398,960 個人　計97名

事務用品等購入費 1 341 水戸事務用品（株）

10月 役職員旅費

10月 委員等旅費

10月 消耗品費

10月 業務委託費

10月 派遣職員費

10月 役職員旅費

10月 諸謝金

10月 支払報酬

10月 支払報酬

10月 法定福利費

10月 賃借料

10月 諸謝金

支出月 科目

10月 助成金交付

10月 職員給与

事務用品等購入費 1,341 水戸事務用品（株）

後納郵便料他 347,819 郵便事業株式会社　外2社

複写機保守料 31,682 富士ゼロックス（株）

書籍購入費 10,500 （株）官庁通信社

職員人件費 6,445,436 個人　計16名

社会保険料等事業主負担金 992,753 国家公務員共済組合連合会　外2社

PCレンタル料他 1,527,610 リコーリース（株）　外2社

労働者派遣料 98,852 （株）シュールテック

タクシー使用料 59,576 イーエム自交無線協同組合　外1社

国内出張旅費 12,840 個人　計3名

委員会出席旅費 30,720 滋賀県立成人病センター

委員会出席旅費 11,900,170 個人　計189名

事務用品等購入費 6,725 水戸事務用品（株）

11月 委員等旅費

11月 委員等旅費

11月 消耗品費

11月 派遣職員費

11月 役職員旅費

11月 役職員旅費

11月 職員給与

11月 法定福利費

11月 賃借料

10月 通信運搬費

10月 保守・修理費

10月 図書費

10月 消耗品費



D 執行済み額（C)の平成22年度下半期内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

後納郵便料他 166,670 郵便事業株式会社　外2社

複写機保守料 31,624 富士ゼロックス（株）

職員人件費 16,704,428 個人　計17名

社会保険料等事業主負担金 1,678,575 国家公務員共済組合連合会　外2社

PCレンタル料他 210,910 リコーリース（株）　外1社

英文書簡等の作成･他 12,750 個人　計1名

労働者派遣料 96,991 （株）シュールテック

タクシー使用料 5,911 イーエム自交無線協同組合

国内出張旅費 2,140 個人　計1名

事務用品等購入費 5,748 富士ゼロックス（株）

後納郵便料他 2,881 郵便事業株式会社　外1社

宅急便代 1,000 個人　計1名

複写機保守料 7,245 富士ゼロックス（株）

新聞購読料 12 846 日本経済新聞

12月 保守・修理費

12月 図書費

12月 消耗品費

12月 通信運搬費

12月 通信運搬費

12月 派遣職員費

12月 役職員旅費

12月 役職員旅費

12月 法定福利費

12月 賃借料

12月 諸謝金

11月 通信運搬費

11月 保守・修理費

12月 職員給与

新聞購読料 12,846 日本経済新聞

振込手数料 1,680 個人　計3名

官報掲載費 1,644,750 東京官書普及（株）

職員人件費 6,453,418 個人　計16名

社会保険料等事業主負担金 1,681,725 国家公務員共済組合連合会　外2社

PCレンタル料他 42,910 リコーリース（株）　外1社

英文書簡等の作成・翻訳 4,250 個人　計1名

文書箱保管料他 85,050 大嘉倉庫（株）　外1社

労働者派遣料 44,154 （株）シュールテック

タクシー使用料 21,492 イーエム自交無線協同組合　外1社

国内出張旅費 5,920 個人　計1名

後納郵便料他 71,449 郵便事業株式会社　外2社

複写機保守料 15,504 富士ゼロックス（株）

1月 通信運搬費

1月 保守・修理費

1月 派遣職員費

1月 役職員旅費

1月 役職員旅費

1月 賃借料

1月 諸謝金

1月 業務委託費

12月 雑費

1月 職員給与

1月 法定福利費

12月 図書費

12月 支払手数料



D 執行済み額（C)の平成22年度下半期内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

返納金受入 -1,082,804 京都大学

職員人件費 6,378,093 個人　計16名

社会保険料等事業主負担金 985,203 国家公務員共済組合連合会　外2社

PCレンタル料他 42,910 リコーリース（株）　外1社

文書箱保管料 6,300 大嘉倉庫（株）

労働者派遣料 119,565 （株）シュールテック

国内出張旅費 179,460 個人　計8名

事務用品等購入費 3,071 水戸事務用品（株）

後納郵便料他 32,552 郵便事業株式会社　外2社

複写機保守料 6,772 富士ゼロックス（株）

事務用什器等購入費 948,675 水戸事務用品（株）

研究助成金交付 22,836,599,700 （独）産業技術総合研究所　外93機関

職員人件費 14,209,918 個人　計16名

社会保険料等事業主負担金 2 104 952 国家公務員共済組合連合会 外2社3月 法定福利費

2月 備品費

3月 助成金交付

3月 職員給与

2月 消耗品費

2月 通信運搬費

2月 保守・修理費

2月 業務委託費

2月 派遣職員費

2月 役職員旅費

2月 職員給与

2月 法定福利費

2月 賃借料

2月 助成金返納

社会保険料等事業主負担金 2,104,952 国家公務員共済組合連合会　外2社

PCレンタル料他 883,820 リコーリース（株）　外1社

事務所賃借料 28,242,116 住友不動産（株）

英文書簡等の作成・翻訳 17,000 個人　計1名

機密書類溶解処分 36,330 （株）長岡商店

監査報酬 1,150,000 新日本有限責任監査法人

清掃料 266,781 住友不動産（株）

労働者派遣料 552,816 （株）シュールテック　外1社

タクシー使用料 113,882 イーエム自交無線協同組合　外1社

国内出張旅費 2,680 個人　計6名

事務用品等購入費 43,857 水戸事務用品（株）　外1社

後納郵便料他 154,448 郵便事業株式会社　外2社

電話料金 599,569 東日本電信電話（株）3月 通信運搬費

3月 役職員旅費

3月 消耗品費

3月 通信運搬費

3月 業務委託費

3月 派遣職員費

3月 役職員旅費

3月 諸謝金

3月 業務委託費

3月 業務委託費

3月 法定福利費

3月 賃借料

3月 賃借料



D 執行済み額（C)の平成22年度下半期内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

宅急便代 2,100 個人　計1名

複写機保守料 33,903 富士ゼロックス（株）

会場使用料 175,980 京都大学　外1機関

新聞購読料 12,846 日本経済新聞

電気料金 665,428 住友不動産（株）

3月 会議費

3月 図書費

3月 電気料金

3月 通信運搬費

3月 保守・修理費


