
単位：百万円

(150,000百万円)
(710百万円)

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)

68,671百万円 709,214,377円

執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計 12,750百万円

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23年度上半期合計 13,791百万円

執行済み額（C)の
平成22年度合計 39,670百万円

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）
68,661百万円

執行（支出）済み額 82,049百万円

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25,813百万円を交付予定。その他残額につ
いては、平成24年度下半期以降、順次交付予定。

（執行見込額） 25,902百万円

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。）

150,710百万円

（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

研究助成金交付 13,684,621,422 （独）科学技術振興機構　外１７機関

職員人件費 7,107,844 個人

社会保険料等事業主負担金 433,442 国家公務員共済組合連合会　外１社

事務所賃借料 4,719,864 住友不動産（株）

国内出張旅費 33,530 個人　計１名

事務用品等購入費 5,542 水戸事務用品（株）

証明書発行手数料 3,150 住友信託銀行　外１社

職員人件費 6,707,486 個人

社会保険料等事業主負担金 1,010,623 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料 38,710 リコーリース（株）

事務所賃借料 2,359,932 住友不動産（株）

英文翻訳謝金 8,500 個人　計１名

LAN移設費他 64,050 住友不動産（株）

労働者派遣料 125,925 （株）シュールテック

事務用品等購入費 19,032 水戸事務用品（株）

FAX料金他 13,108 東日本電信電話（株）　外２社

電気料金 19,142 住友不動産（株）

立替払い（コピー料金） 120 個人　計１名

職員人件費 10,498,836 個人

社会保険料等事業主負担金 2,481,585 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料他 47,110 リコーリース（株）　外１社

事務所賃借料 2,359,932 住友不動産（株）

清掃料 65,538 住友不動産（株）

監査報酬 1,150,000 新日本有限責任監査法人

労働者派遣料 91,196 （株）シュールテック

タクシー使用料 13,965 イーエム自交無線協同組合　外１社

6月 賃借料

6月 業務委託費

6月 業務委託費

6月 派遣職員費

6月 役職員旅費

5月 電気料金

5月 雑費

6月 職員給与

6月 法定福利費

6月 賃借料

5月 諸謝金

5月 業務委託費

5月 派遣職員費

5月 消耗品費

5月 通信運搬費

4月 支払手数料

5月 職員給与

5月 法定福利費

5月 賃借料

5月 賃借料

支出月 科目

4月 助成金交付

4月 職員給与

4月 法定福利費

4月 賃借料

4月 役職員旅費

4月 消耗品費



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

事務用品等購入費 1,470 水戸事務用品（株）

FAX料金他 7,916 東日本電信電話（株）　外２社

電気料金 65,326 住友不動産（株）

複写機保守料 45,285 富士ゼロックス（株）

書籍購入費 5,103 （株）紀伊國屋書店　　

証明書発行手数料 3,150 みずほ信託銀行

研究助成金交付 42,898,700 大阪大学

過年度返納金受入 -49,773,149 京都大学

職員人件費 6,780,684 個人

社会保険料等事業主負担金 2,328,249 国家公務員共済組合連合会　外４社

PCレンタル料他 42,910 リコーリース（株）　外１社

事務所賃借料 2,359,932 住友不動産（株）

英文翻訳謝金 8,500 個人　計１名

清掃料 32,769 住友不動産（株）

労働者派遣料 150,325 （株）シュールテック

タクシー使用料 1,627 イーエム自交無線協同組合

国内出張旅費 4,120 個人　計６名

事務用品等購入費 6,100 水戸事務用品（株）

FAX料金他 5,210 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 48,823 住友不動産（株）

複写機保守料 33,752 富士ゼロックス（株）

新聞購読料 12,846 日本経済新聞

研究助成金交付 39,444,600 九州大学　外２機関

職員人件費 6,574,289 個人

社会保険料等事業主負担金 989,290 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料他 42,910 リコーリース（株）　外１社8月 賃借料

7月 保守・修理費

7月 図書費

8月 助成金交付

8月 職員給与

8月 法定福利費

7月 役職員旅費

7月 役職員旅費

7月 消耗品費

7月 通信運搬費

7月 電気料金

7月 賃借料

7月 賃借料

7月 諸謝金

7月 業務委託費

7月 派遣職員費

6月 支払手数料

7月 助成金交付

7月 助成金返納

7月 職員給与

7月 法定福利費

6月 消耗品費

6月 通信運搬費

6月 電気料金

6月 保守・修理費

6月 図書費



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

事務所賃借料 2,359,932 住友不動産（株）

清掃料 32,769 住友不動産（株）

労働者派遣料 128,823 （株）シュールテック

国内出張旅費 434,040 個人　計１１名

事務用品等購入費 21,010 富士ゼロックス（株）

FAX料金他 6,788 東日本電信電話（株）　外２社

電気料金 42,986 住友不動産（株）

複写機保守料 30,678 富士ゼロックス（株）

職員人件費 6,395,596 個人

社会保険料等事業主負担金 997,114 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料他 840,910 リコーリース（株）　外１社

事務所賃借料 2,359,932 住友不動産（株）

清掃料 32,769 住友不動産（株）

労働者派遣料 123,117 （株）シュールテック

タクシー使用料 3,160 イーエム自交無線協同組合

国内出張旅費 666,620 個人　計１３名

事務用品等購入費 6,258 水戸事務用品（株）　外１社

FAX料金他 3,490 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 43,228 住友不動産（株）

複写機保守料 46,217 富士ゼロックス（株）

書籍購入費 10,500 （株）官庁通信社

研究助成金交付 12,215,285,976 （独）科学技術振興機構　外１６機関

職員人件費 7,213,359 個人

社会保険料等事業主負担金 976,371 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料他 42,910 リコーリース（株）　外1社

事務所賃借料 2,359,932 住友不動産（株）

9月 保守・修理費

9月 図書費

9月 役職員旅費

9月 役職員旅費

9月 消耗品費

9月 通信運搬費

9月 電気料金

9月 法定福利費

9月 賃借料

9月 賃借料

9月 業務委託費

9月 派遣職員費

8月 消耗品費

8月 通信運搬費

8月 電気料金

8月 保守・修理費

9月 職員給与

8月 賃借料

8月 業務委託費

8月 派遣職員費

8月 役職員旅費

10月 法定福利費

10月 賃借料

10月 賃借料

10月 助成金交付

10月 職員給与



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

清掃料 32,769 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 34,480 （株）シュールテック

国内出張旅費 1,682,390 個人　計１４名

事務用品等購入費 7,000 富士ゼロックス（株）

FAX料金他 6,842 東日本電信電話（株）　外2社

電気料金 39,420 住友不動産（株）

複写機保守料 26,148 富士ゼロックス（株）

新聞購読料 12,846 日本経済新聞

研究助成金交付 34,320,000 （独）産業技術総合研究所　外2機関

返納金受入 -3,900,000 東京大学

職員人件費 6,502,305 個人

社会保険料等事業主負担金 976,371 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料他 42,910 リコーリース（株）　外1社

事務所賃借料 2,359,932 住友不動産（株）

清掃料 32,769 住友不動産（株）

国内出張旅費 571,590 個人　計１１名

タクシー使用料 20,978 東京都個人タクシー協同組合

事務用品等購入費 2,800 富士ゼロックス（株）

FAX料金他 5,492 東日本電信電話（株）　外1社

電気料金 43,145 住友不動産（株）

複写機保守料 44,155 富士ゼロックス（株）

研究助成金交付 44,850,000 北海道大学　外１機関

職員人件費 18,213,688 個人

社会保険料等事業主負担金 1,759,657 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料他 840,910 リコーリース（株）　外1社

12月 法定福利費

12月 賃借料

11月 保守・修理費

12月 助成金交付

12月 職員給与

11月 消耗品費

11月 通信運搬費

11月 電気料金

11月 業務委託費

11月 役職員旅費

11月 役職員旅費

11月 法定福利費

11月 賃借料

11月 賃借料

11月 助成金交付

11月 助成金返納

11月 職員給与

10月 電気料金

10月 保守・修理費

10月 図書費

10月 役職員旅費

10月 消耗品費

10月 通信運搬費

10月 業務委託費

10月 業務委託費

10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

事務所賃借料 2,359,932 住友不動産（株）

清掃料 32,769 住友不動産（株）

国内出張旅費 251,730 個人　計１２名

FAX料金他 2,930 東日本電信電話（株）　外1社

電気料金 44,779 住友不動産（株）

複写機保守料 14,906 富士ゼロックス（株）

新聞購読料 12,846 日本経済新聞

研究助成金交付 62,160,000 （独）新ｴﾈﾙｷﾞｰ･産業技術開発機構　外６機関

職員人件費 5,752,246 個人

社会保険料等事業主負担金 1,761,872 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料他 42,910 リコーリース（株）　外1社

国内出張旅費 24,300 個人　計１名

事務用品等購入費 2,079 水戸事務用品（株）

FAX料金他 3,890 東日本電信電話（株）　外２社

複写機保守料 12,885 富士ゼロックス（株）

官報掲載費 1,745,730 東京官書普及（株）

研究助成金交付 294,017,400 （独）科学技術振興機構 外６機関

職員人件費 6,557,525 個人

社会保険料等事業主負担金 926,542 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料 38,710 リコーリース（株）

事務所賃借料 2,125,612 住友不動産（株）

事務所賃借料調整額 -2,108,880 住友不動産（株）

清掃料 32,769 住友不動産（株）

赴任旅費 193,830 個人　計１名

タクシー使用料 17,780 東京都個人タクシー協同組合

事務用品等購入費 7,000 富士ゼロックス（株）2月 消耗品費

2月 業務委託費

2月 役職員旅費

2月 役職員旅費

2月 賃借料

2月 賃借料

2月 賃借料

2月 助成金交付

2月 職員給与

2月 法定福利費

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 役職員旅費

1月 消耗品費

1月 助成金交付

1月 職員給与

1月 法定福利費

12月 電気料金

12月 保守・修理費

12月 図書費

12月 業務委託費

12月 役職員旅費

12月 通信運搬費

12月 賃借料



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 2,750 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 45,867 住友不動産（株）

複写機保守料 23,671 富士ゼロックス（株）

返納金受入 -481,972 筑波大学　外３機関

研究助成金交付 23,075,000 東京大学　外３機関

職員人件費 13,269,418 個人

社会保険料等事業主負担金 1,278,202 国家公務員共済組合連合会　外３社

社会保険料等事業主負担金
調整額

-102,728 東京労働局

PCレンタル料他 707,420 リコーリース（株）　外1社

事務所賃借料 2,125,612 住友不動産（株）

事務所賃借料調整額 -2,399,798 住友不動産（株）

清掃料 98,307 住友不動産（株）

清掃料調整額 -90,112 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 52,400 個人　計４名

タクシー使用料 43,710 東京都個人タクシー協同組合

事務用品等購入費 11,200 富士ゼロックス（株）

FAX料金他 24,291 東日本電信電話（株）　外2社

電話料金 356,338 東日本電信電話（株）

電気料金 195,249 住友不動産（株）

電気料金調整額 -71,880 住友不動産（株）

複写機保守料 45,209 富士ゼロックス（株）

新聞購読料 12,846 日本経済新聞

振込手数料 840 住友信託銀行3月 支払手数料

3月 電気料金

3月 保守・修理費

3月 図書費

3月 消耗品費

3月 通信運搬費

3月 通信運搬費

電気料金3月

3月 業務委託費

3月 役職員旅費

3月 役職員旅費

3月 賃借料

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

2月 保守・修理費

3月 助成金返納

3月 助成金交付

3月 法定福利費

2月 通信運搬費

2月 電気料金


