
単位：百万円

(7,564百万円)
(20百万円)

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)

1,940百万円 19,084,255円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 12百万円

執行済み額（C)の
平成21年度合計 2,837百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 728百万円
執行済み額（C)の

平成23年度上半期合計 2,068百万円

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23年度終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
1,939百万円

執行（支出）済み額 5,645百万円

E

翌半期の執行
見込みについて

助成事業者に対して、上半期 計1,552百万円を交付予定。

（執行見込額） 1,559百万円

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 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。）

7,584百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）



D 執行済み額（C)の平成23年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

助成事業者へ助成金交付 2,508,754 個人　計２３名（特別研究員）

返納金受入 -42,000 個人　計１名（常勤研究者）

返納金受入 -823,919 個人　計１６名(特別研究員)

職員人件費 607,728 個人

社会保険料等事業主負担金 61,807 国家公務員共済組合連合会　外１社

事務所賃借料 789,228 住友不動産（株）

証明書発行手数料 3,150 オリックス信託銀行（株）

助成事業者へ助成金交付 1,733,111 個人　計１３名（特別研究員）

助成事業機関へ助成金交付 2,042,981,000 助成先機関　計４０機関

返納金受入 -149,806 個人　計８名（常勤研究者）

返納金受入 -558,051 個人　計９名（特別研究員）

職員人件費 691,102 個人

社会保険料等事業主負担金 98,779 国家公務員共済組合連合会　外２社

PCレンタル料 27,650 リコーリース（株）

事務所賃借料 394,614 住友不動産（株）

労働者派遣料 444,496 （株）ヒューマントラスト　外１社

FAX料金他 4,002 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 9,187 住友不動産（株）

助成事業者へ助成金交付 1,189,495 個人　計１３名（特別研究員）

返納金受入 -435,289 個人　計９名（特別研究員）

職員人件費 1,086,341 個人

社会保険料等事業主負担金 233,397 国家公務員共済組合連合会　外２社

PCレンタル料他 36,050 リコーリース（株）　外１社

事務所賃借料 394,614 住友不動産（株）

清掃料 17,040 住友不動産（株）

監査報酬 1,150,000 新日本有限責任監査法人6月 業務委託費

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

6月 助成金交付

5月 賃借料

5月 賃借料

5月 派遣職員費

5月 助成金返納

5月 職員給与

5月 法定福利費

5月 助成金交付

5月 助成金交付

5月 助成金返納

4月 法定福利費

4月 賃借料

4月 支払手数料

4月 助成金返納

4月 助成金返納

4月 職員給与

支出月 科目

4月 助成金交付



D 執行済み額（C)の平成23年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

労働者派遣料 460,467 （株）ヒューマントラスト　外１社

FAX料金他 10,462 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 7,493 住友不動産（株）

複写機保守料 112,463 富士ゼロックス（株）

助成事業者へ助成金交付 283,554 個人　計１１名（常勤研究者）

助成事業者へ助成金交付 1,033,600 個人　計７名(特別研究員)

返納金受入 -122,730 個人　計１名（特別研究員）

職員人件費 841,347 個人

社会保険料等事業主負担金 375,500 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料他 31,850 リコーリース（株）　外１社

事務所賃借料 394,614 住友不動産（株）

清掃料 8,520 住友不動産（株）

労働者派遣料 500,285 （株）ヒューマントラスト　外１社

国内出張旅費 320 個人　計１名

事務用品等購入費 10,017 水戸事務用品（株）

FAX料金他 2,684 東日本電信電話（株）

電気料金 9,259 住友不動産（株）

複写機保守料 31,935 富士ゼロックス（株）

助成事業者へ助成金交付 10,150,000 個人　計４名（常勤研究者）

助成事業者へ助成金交付 812,000 個人　計５名（特別研究員）

返納金受入 -308,542 個人　計３名（特別研究員）

職員人件費 820,977 個人

社会保険料等事業主負担金 98,779 国家公務員共済組合連合会　外２社

PCレンタル料他 31,850 リコーリース（株）　外１社

事務所賃借料 394,614 住友不動産（株）

清掃料 8,520 住友不動産（株）

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 保守・修理費

8月 助成金交付

8月 助成金交付

7月 消耗品費

7月 通信運搬費

7月 電気料金

7月 業務委託費

7月 派遣職員費

7月 役職員旅費

7月 法定福利費

7月 賃借料

7月 賃借料

7月 助成金交付

7月 助成金返納

7月 職員給与

6月 電気料金

6月 保守・修理費

7月 助成金交付

6月 派遣職員費

6月 通信運搬費



D 執行済み額（C)の平成23年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

労働者派遣料 257,131 （株）ヒューマントラスト

国内出張旅費 107,520 個人　計２名

FAX料金他 4,798 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 6,906 住友不動産（株）

複写機保守料 50,274 富士ゼロックス（株）

助成事業者へ助成金交付 520,800 個人　計３名（特別研究員）

返納金受入 -2,722,629 個人　計４５名（常勤研究者）

返納金受入 -224,946 個人　計１名（特別研究員）

職員人件費 718,644 個人

社会保険料等事業主負担金 95,299 国家公務員共済組合連合会　外２社

PCレンタル料他 31,850 リコーリース（株）　外１社

事務所賃借料 394,614 住友不動産（株）

清掃料 8,520 住友不動産（株）

労働者派遣料 240,300 （株）ヒューマントラスト

FAX料金他 6,947 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 7,169 住友不動産（株）

複写機保守料 63,730 富士ゼロックス（株）

助成事業者へ助成金交付 428,470 個人　計４名（特別研究員）

職員人件費 731,042 個人

社会保険料等事業主負担金 95,695 国家公務員共済組合連合会　外２社

PCレンタル料他 31,850 リコーリース（株）　外１社

事務所賃借料 394,614 住友不動産（株）

清掃料 8,520 住友不動産（株）

監査報酬 708,000 新日本有限責任監査法人

労働者派遣料 247,781 （株）ヒューマントラスト

FAX料金他 21,372 東日本電信電話（株）　外１社

10月 派遣職員費

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 職員給与

10月 法定福利費

10月 賃借料

9月 電気料金

9月 保守・修理費

10月 助成金交付

9月 業務委託費

9月 派遣職員費

9月 通信運搬費

9月 法定福利費

9月 賃借料

9月 賃借料

9月 助成金返納

9月 助成金返納

9月 職員給与

8月 電気料金

8月 保守・修理費

9月 助成金交付

8月 派遣職員費

8月 役職員旅費

8月 通信運搬費



D 執行済み額（C)の平成23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 7,048 住友不動産（株）

複写機保守料 50,117 富士ゼロックス（株）

職員人件費 708,726 個人

社会保険料等事業主負担金 97,591 国家公務員共済組合連合会　外２社

PCレンタル料他 31,850 リコーリース（株）　外１社

事務所賃借料 394,614 住友不動産（株）

清掃料 8,520 住友不動産（株）

労働者派遣料 246,378 （株）ヒューマントラスト

FAX料金他 8,892 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 8,225 住友不動産（株）

複写機保守料 23,963 富士ゼロックス（株）

返納金受入 -252,064 個人　計５名（常勤研究者）

職員人件費 1,831,590 個人

社会保険料等事業主負担金 190,429 国家公務員共済組合連合会　外２社

PCレンタル料他 31,850 リコーリース（株）　外１社

事務所賃借料 394,614 住友不動産（株）

清掃料 8,520 住友不動産（株）

労働者派遣料 261,807 （株）ヒューマントラスト

国内出張旅費 1,280 個人　計４名

FAX料金他 5,632 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 8,515 住友不動産（株）

複写機保守料 29,582 富士ゼロックス（株）

返納金受入 -61,734 個人　計２名（特別研究員）

返納金受入 -42,000 個人　計１名（常勤研究者）

職員人件費 753,379 個人

社会保険料等事業主負担金 151,911 国家公務員共済組合連合会　外２社1月 法定福利費

1月 助成金返納

1月 助成金返納

1月 職員給与

12月 通信運搬費

12月 電気料金

12月 保守・修理費

12月 業務委託費

12月 派遣職員費

12月 役職員旅費

12月 法定福利費

12月 賃借料

12月 賃借料

11月 保守・修理費

11月 助成金返納

12月 職員給与

11月 派遣職員費

11月 通信運搬費

11月 電気料金

11月 賃借料

11月 賃借料

11月 業務委託費

10月 保守・修理費

11月 職員給与

11月 法定福利費

10月 電気料金



D 執行済み額（C)の平成23年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

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 208,977 （株）ヒューマントラスト

FAX料金 2,640 東日本電信電話（株）

複写機保守料 25,861 富士ゼロックス（株）

官報掲載費 1,745,730 東京官書普及（株）

職員人件費 506,221 個人

社会保険料等事業主負担金 66,807 国家公務員共済組合連合会　外２社

PCレンタル料 27,650 リコーリース（株）

事務所賃借料 222,145 住友不動産（株）

事務所賃借料調整額 -1,552,221 住友不動産（株）

清掃料 5,325 住友不動産（株）

清掃料調整額 -25,560 住友不動産（株）

労働者派遣料 243,261 （株）ヒューマントラスト

FAX料金他 3,950 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 6,104 住友不動産（株）

電気料金調整額 -23,927 住友不動産（株）

複写機保守料 46,342 富士ゼロックス（株）

職員人件費 758,842 個人

社会保険料等事業主負担金 67,738 国家公務員共済組合連合会　外２社

社会保険料等事業主負担金
調整額

-147,018 東京労働局

PCレンタル料 55,300 リコーリース（株）

事務所賃借料 222,145 住友不動産（株）

清掃料 15,975 住友不動産（株）

監査報酬 1,083,250 新日本有限責任監査法人

国内出張旅費 4,760 個人　計２名

外国出張旅費 168,165 個人　計１名

3月 役職員旅費

3月 役職員旅費

3月 賃借料

3月 業務委託費

3月 業務委託費

3月 職員給与

3月 法定福利費

3月 賃借料

3月 法定福利費

2月 電気料金

2月 電気料金

2月 保守・修理費

2月 業務委託費

2月 派遣職員費

2月 通信運搬費

2月 賃借料

2月 賃借料

2月 業務委託費

2月 職員給与

2月 法定福利費

2月 賃借料

1月 通信運搬費

1月 保守・修理費

1月 雑費

1月 賃借料

1月 派遣職員費



D 執行済み額（C)の平成23年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

FAX料金他 5,508 東日本電信電話（株）　外１社

電話料金 118,780 東日本電信電話（株）

電気料金 22,871 住友不動産（株）

複写機保守料 81,014 富士ゼロックス（株）3月 保守・修理費

3月 通信運搬費

3月 電気料金

3月 通信運搬費


