
単位：百万円

(150,000百万円)
(835百万円)

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)

2,370百万円 834,566,334円

執行済み額（C)の
平成24年度合計 36,926百万円
執行済み額（C)の

平成25年度上半期合計 21,991百万円
執行済み額（C)の

平成25年度下半期合計 7,503百万円

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年度合計 39,670百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 26,541百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

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

平成25年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,366百万円

執行（支出）済み額 148,469百万円

E

翌半期の執行
見込みについて

（執行見込額） －

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。）

150,835百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

研究助成金交付 22,085,289,840 (独)科学技術振興機構　外９３機関

職員人件費 5,410,107 個人

社会保険料等事業主負担金 307,026 国家公務員共済組合連合会　外１社

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

証明書発行手数料 2,000 りそな銀行

返納金受入 -211,876 京都大学

職員人件費 5,788,139 個人

社会保険料等事業主負担金 868,455 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料 27,650 リコーリース（株）

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

清掃料 10,344 (株)荒井商店

国内出張旅費 109,820 個人　計５名

タクシー使用料 10,750 東京都個人タクシー協同組合

事務用品等購入費 56,175 水戸事務用品（株）　外１社

FAX料金他 4,258 NTTファイナンス（株）　外２社

電気料金 15,073 (株)荒井商店

水道料金 2,603 (株)荒井商店

返納金受入 -90,384,742 慶應義塾大学　外２機関

職員人件費 7,826,968 個人

社会保険料等事業主負担金 1,872,872 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料 27,650 リコーリース（株）

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

複写機使用料 49,728 富士ゼロックス（株）

清掃料 10,344 (株)荒井商店

国内出張旅費 297,450 個人　計３名

事務用品等購入費 12,308 富士ゼロックス（株）　外１社

FAX料金他 3,068 NTTファイナンス（株）　外１社

電気料金 17,403 (株)荒井商店

6月 通信運搬費

6月 電気料金

6月 業務委託費

6月 役職員旅費

6月 消耗品費

6月 賃借料

6月 賃借料

6月 業務委託費

6月 助成金返納

6月 職員給与

6月 法定福利費

5月 通信運搬費

5月 電気料金

5月 水道料金

5月 役職員旅費

5月 役職員旅費

5月 消耗品費

5月 賃借料

5月 賃借料

5月 業務委託費

5月 助成金返納

5月 職員給与

5月 法定福利費

4月 法定福利費

4月 賃借料

4月 支払手数料

支出月 科目

4月 助成金交付

4月 職員給与



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

水道料金 2,603 (株)荒井商店

職員人件費 5,863,898 個人

社会保険料等事業主負担金 869,791 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料 27,650 リコーリース（株）

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

複写機使用料 38,502 富士ゼロックス（株）

清掃料 10,344 (株)荒井商店

会議テープ起こし 65,100 （株）アドレス

タクシー使用料 1,250 東京四社営業委員会

事務用品等購入費 17,592 水戸事務用品（株）　外２社

FAX料金他 3,556 NTTファイナンス（株）　外１社

電気料金 21,271 (株)荒井商店

水道料金 2,690 (株)荒井商店

印刷製本費 224,700 （株）和幸印刷

新聞購読料 12,846 日本経済新聞

研究助成金交付 39,754,000
日本電信電話（株）
NTTコミュニケーション科学基礎
研究所

返納金受入 -101,380,918 基礎生物学研究所 　外２機関

職員人件費 5,712,930 個人

社会保険料等事業主負担金 871,785 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料 27,650 リコーリース（株）

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

監査報酬 1,083,250 新日本有限責任監査法人

複写機使用料 36,016 富士ゼロックス（株）

清掃料 10,344 (株)荒井商店

国内出張旅費 216,940 個人　計６名

事務用品等購入費 18,006 富士ゼロックス（株）　外１社

FAX料金他 109,693 NTTファイナンス（株）　外１社

電気料金 27,878 (株)荒井商店

8月 消耗品費

8月 通信運搬費

8月 電気料金

8月 業務委託費

8月 業務委託費

8月 役職員旅費

8月 賃借料

8月 賃借料

8月 業務委託費

8月 助成金返納

8月 職員給与

8月 法定福利費

7月 印刷製本費

7月 図書費

8月 助成金交付

7月 通信運搬費

7月 電気料金

7月 水道料金

7月 業務委託費

7月 役職員旅費

7月 消耗品費

7月 賃借料

7月 業務委託費

7月 業務委託費

7月 職員給与

7月 法定福利費

7月 賃借料

6月 水道料金



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

水道料金 2,690 (株)荒井商店

印刷製本費 668,606 （株）和幸印刷

職員人件費 5,592,788 個人

社会保険料等事業主負担金 882,642 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料 20,514 リコーリース（株）

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

委員手当 318,400 個人　計１６名

業務委託費 7,591,000 新潟産業大学

複写機使用料 34,476 富士ゼロックス（株）

清掃料 10,344 (株)荒井商店

国内出張旅費 356,800 個人　計６名

タクシー使用料 4,520 東京都個人タクシー協同組合

委員会出席旅費 235,480 個人　計１５名

事務用品等購入費 5,607 富士ゼロックス（株）　外１社

FAX料金他 303,906 NTTファイナンス（株）　外２社

電気料金 33,326 (株)荒井商店

水道料金 2,516 (株)荒井商店

研究助成金交付 7,525,198,082
(独)科学技術振興機構
外１５機関

返納金受入 -69,835,587 東京大学　外３機関

職員人件費 5,980,523 個人

社会保険料等事業主負担金 894,602
国家公務員共済組合連
合会　外３社

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

複写機使用料 13,745 富士ゼロックス（株）

清掃料 10,344 (株)荒井商店

国内出張旅費 692,100 個人　計１１名

タクシー使用料 7,040
東京都個人タクシー協
同組合

FAX料金他 78,228
NTTファイナンス（株）
外２社

電気料金 22,755 (株)荒井商店10月 電気料金

10月 役職員旅費

10月 役職員旅費

10月 通信運搬費

10月 賃借料

10月 業務委託費

10月 業務委託費

10月 助成金返納

10月 職員給与

10月 法定福利費

9月 電気料金

9月 水道料金

10月 助成金交付

9月 委員等旅費

9月 消耗品費

9月 通信運搬費

9月 業務委託費

9月 役職員旅費

9月 役職員旅費

9月 支払報酬

9月 業務委託費

9月 業務委託費

9月 法定福利費

9月 賃借料

9月 賃借料

8月 水道料金

8月 印刷製本費

9月 職員給与



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

水道料金 2,256 (株)荒井商店

新聞購読料他 23,346 日本経済新聞　外１社

返納金受入 -8,816,423
慶應義塾大学　外１機
関

職員人件費 5,313,410 個人

社会保険料等事業主負担金 894,602
国家公務員共済組合連
合会　外３社

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

複写機使用料 12,262 富士ゼロックス（株）

清掃料 10,344 (株)荒井商店

国内出張旅費 759,200 個人　計１４名

FAX料金他 12,758
NTTファイナンス（株）
外２社

電気料金 18,789 (株)荒井商店

水道料金 2,343 (株)荒井商店

職員人件費 14,449,887 個人

社会保険料等事業主負担金 1,435,307
国家公務員共済組合連
合会　外３社

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

複写機使用料 22,074 富士ゼロックス（株）

清掃料 10,344 (株)荒井商店

国内出張旅費 942,280 個人　計１３名

事務用品等購入費 4,562
水戸事務用品（株）　外
１社

郵便料金他 4,660
郵便事業株式会社　外
１社

電気料金 14,841 (株)荒井商店

水道料金 2,082 (株)荒井商店

返納金受入 -9,970,152 東京大学

職員人件費 5,503,476 個人

社会保険料等事業主負担金 1,538,467
国家公務員共済組合連
合会　外３社

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

清掃料 10,344 (株)荒井商店

国内出張旅費 402,880 個人　計９名

1月 業務委託費

1月 役職員旅費

1月 職員給与

1月 法定福利費

1月 賃借料

12月 電気料金

12月 水道料金

1月 助成金返納

12月 役職員旅費

12月 消耗品費

12月 通信運搬費

12月 賃借料

12月 業務委託費

12月 業務委託費

11月 水道料金

12月 職員給与

12月 法定福利費

11月 役職員旅費

11月 通信運搬費

11月 電気料金

11月 賃借料

11月 業務委託費

11月 業務委託費

11月 助成金返納

11月 職員給与

11月 法定福利費

10月 水道料金

10月 図書費



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

事務用品等購入費 31,610
富士ゼロックス（株）　外
１社

書類送付料 3,580 ヤマト運輸（株）

電気料金 16,638 (株)荒井商店

水道料金 2,343 (株)荒井商店

新聞購読料 4,282 日本経済新聞

職員人件費 5,501,907 個人

社会保険料等事業主負担金 894,602
国家公務員共済組合連
合会　外３社

事務所賃借料 616,427 (株)荒井商店

書面審査謝金 7,400 個人　計２名

複写機使用料 11,861 富士ゼロックス（株）

清掃料 10,344 (株)荒井商店

国内出張旅費 301,700 個人　計７名

事務用品等購入費 18,206
富士ゼロックス（株）　外
１社

郵便料金他 235,448
郵便事業株式会社　外
２社

電気料金 19,297 (株)荒井商店

水道料金 2,343 (株)荒井商店

官報掲載費 1,574,370 東京官書普及（株）

返納金受入 -108,279 東京都医学総合研究所

職員人件費 7,642,628 個人

社会保険料等事業主負担金 2,319,295
国家公務員共済組合連
合会　外３社

書面審査謝金 3,885,400 個人　計５５７名

複写機使用料 32,889 富士ゼロックス（株）

清掃料他 39,588 (株)荒井商店　外１社

監査報酬 877,500 あずさ監査法人

国内出張旅費 129,280 個人　計４名

事務用品等購入費 2,184 富士ゼロックス（株）

FAX料金他 57,046
NTTファイナンス（株）
外３社

電話料金 318,207
NTTファイナンス（株）
外１社

3月 消耗品費

3月 通信運搬費

3月 通信運搬費

3月 業務委託費

3月 業務委託費

3月 役職員旅費

3月 法定福利費

3月 諸謝金

3月 業務委託費

2月 雑費

3月 助成金返納

3月 職員給与

2月 通信運搬費

2月 電気料金

2月 水道料金

2月 業務委託費

2月 役職員旅費

2月 消耗品費

2月 賃借料

2月 諸謝金

2月 業務委託費

1月 図書費

2月 職員給与

2月 法定福利費

1月 通信運搬費

1月 電気料金

1月 水道料金

1月 消耗品費



D 執行済み額（C)の平成25年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

電気料金 40,722 (株)荒井商店

水道料金 5,467 (株)荒井商店

3月 電気料金

3月 水道料金


