
平成21年度 

財団法人  国際科学振興財団

決 算 報 告 書

（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）



（単位：円）

科　　目 当年度

Ⅰ　資産の部

　１．　流動資産

　　　　　 現金預金 293,789,272

　　　　　 未収金 27,658,109

　　　　　 前払金 6,327,073

　　　　　 有価証券 14,176,025

　　　　　 立替金 1,520,497

　　　　流動資産合計 343,470,976

　２．　固定資産

　　（１）基本財産

　　　　　 定期預金 600,000,000

　　　　　 普通預金 90,757,000

　　　　基本財産合計 690,757,000

　　（２）特定資産

　　　　　 退職給付引当資産 17,059,000

　　　　　 研究施設建設積立資産 40,000,000

　　　　特定資産合計 57,059,000

　　（３）その他固定資産

　　　　　 機械及び装置 962,335

　　　　　 什器備品 7,414,645

　　　　　 建設仮勘定 8,590,000

　　　　　 土　 地 122,797,600

　　　　　 特許権 250,208,335

　　　　　 電話加入権 616,750

　　　　　 ソフトウェア 361,761

　　　　その他固定資産合計 390,951,426

　　　　固定資産合計 1,138,767,426

　　　　資産合計 1,482,238,402

Ⅱ　負債の部

　１．　流動負債

　　　　　 未払金 32,441,004

　　　　　 前受金 10,400,000

　　　　 　預り金 216,468,109

　　　　 　仮受金 1,728,480

　　　　　 未払消費税等 34,247,900

　　　　　 賞与引当金 2,027,200

　　　　流動負債合計 297,312,693

　２．　固定負債

　　　　　 退職給付引当金 17,059,000

　　　　固定負債合計 17,059,000

　　　　負債合計 314,371,693

Ⅲ　正味財産の部

　１．　指定正味財産

　　　　　 基本財産 690,757,000

　　　　指定正味財産合計 690,757,000

　　　　（うち基本財産への充当額） (690,757,000)

　２．　一般正味財産 477,109,709

　　　　（うち特定資産への充当額） (40,000,000)

　　　　正味財産合計 1,167,866,709

　　　　負債及び正味財産合計 1,482,238,402

財団法人　国際科学振興財団

貸 借 対 照 表

平成２２年３月３１日現在



(単位：円）

科　　目 当年度

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．　経常増減の部

　　　（１）　経常収益

　　　　①　基本財産運用益 2,660,558

　　　　②　事業収益 1,332,368,294

　　　　　　　　研究事業収益 642,368,294

　　　　　　　　特許関連事業収益 690,000,000

　　　　③　受取補助金等 91,700,000

　　　　　　　　受取民間助成金 91,700,000

　　　　④　受取寄付金 71,787,400

　　　　　　　　受取国際会議寄付金 48,637,400

　　　　　　　　受取寄付金 23,150,000

　　　　⑤　雑収益 12,429,468

　　　   　　経常収益計 1,510,945,720

　　　（２）　経常費用

　　　　①　事業費 1,520,509,615

　　　　　　　　給与･諸手当 122,093,629

　　　　　　　　臨時雇賃金 15,089,277

　　　　　　　　会議費 3,575,956

　　　　　　　　旅費交通費 25,311,507

　　　　　　　　通信運搬費 5,700,935

　　　　　　　　減価償却費 133,114,109

　　　　　　　　消耗什器備品費 3,606,113

　　　　　　　　消耗品費 108,630,685

　　　　　　　　図書費 2,190,810

　　　　　　　　印刷製本費 1,372,169

　　　　　　　　光熱水料費 24,787

　　　　　　　　建物賃借料 2,578,088

　　　　　　　　機器リース料 34,952,400

　　　　　　　　保守管理費 13,311,000

　　　　　　　　調査費 1,696,869

　　　　　　　　諸謝金 23,951,495

　　　　　　　　租税公課 2,544,469

　　　　　　　　運用支援業務費 21,960,000

　　　　　　　　運用支援管理業務費 1,900,000

　　　　　　　　委託費 33,877,152

　　　　　　　　共同研究費 62,234,360

正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

財団法人　国際科学振興財団



科　　目 当年度

　　　　　　　　特許権維持費 77,751,778

　　　　　　　　国際会議開催費 45,718,876

　　　　　　　　研究開発助成金 507,750,000

　　　　　　　　研究事業資産寄付 223,777,351

　　　　　　　　諸　費 45,795,800

　　　　②　管理費 55,742,788

　　　　　　　　報　酬 1,200,000

　　　　　　　　職員給与費 16,414,700

　　　　　　　　臨時雇賃金 1,099,170

　　　　　　　　諸手当 12,390,363

　　　　　　　　退職給付費用 1,965,000

　　　　　　　　福利厚生費 4,273,958

　　　　　　　　会議費 959,117

　　　　　　　　旅費交通費 1,525,734

　　　　　　　　通信運搬費 1,058,343

　　　　　　　　減価償却費 12,575

　　　　　　　　消耗品費 450,176

　　　　　　　　図書費 237,340

　　　　　　　　印刷製本費 437,075

　　　　　　　　建物賃借料 5,846,292

　　　　　　　　印刷機等賃借料 187,680

　　　　　　　　諸謝金 1,661,526

　　　　　　　　租税公課 1,321,923

　　　　　　　　雑　費 4,701,816

　　　　　　 経常費用計 1,576,252,403

　　　　　　    当期経常増減額 △ 65,306,683

　２．　経常外増減の部

　　　（１）　経常外収益

　　　　　      什器備品受贈益 318,200

　　　　　   経常外収益計 318,200

　　　（２）　経常外費用

　　　　   　経常外費用計 0

　　　　　　    当期経常外増減額 318,200

　　　　　　    当期一般正味財産増減額 △ 64,988,483

　　　　　　    一般正味財産期首残高 542,098,192

　　　　　　    一般正味財産期末残高 477,109,709

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　　　    当期指定正味財産増減額 0

　　　　　　    指定正味財産期首残高 690,757,000

　　　　　　    指定正味財産期末残高 690,757,000

Ⅲ　正味財産期末残高 1,167,866,709



　当期から「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日　平成２１年１０月１６日改正　内閣府公益認定委員会）
を採用している。

１．重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　移動平均法に基づく原価法によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法
　　　　有形固定資産・・・・・・・・・・・・定率法によっている。
　　　　無形固定資産・・・・・・・・・・・・定額法によっている。

（３）引当金の計上基準
　　　　賞与引当金・・・・・・・・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 する額を計上している。
　　　
　　　　退職給付引当金・・・・・・・・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　 　する額を計上している。

（４）消費税等の会計処理
　　　　税抜方式を採用している。

（５）リース取引の処理方法
　　　　リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
　　　　通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高及び明細

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

基本財産

　　定期預金

　　普通預金

特定資産

　　退職給付引当資産

　　研究施設建設積立資産

0

40,000,000

57,059,000

747,816,000

5,000,000

110,000,000

115,163,000

115,163,000821,014,000

0

40,000,000

41,965,000

41,965,000

15,257,000

5,000,000

110,000,000

130,257,000

90,757,000

690,757,000

　 自主研究費積立資産

　 研究施設建設積立資産

小　　計

合　　計

　 普通預金

小　　計

特定資産

　 退職給付引当資産

科　　目 前期末残高

基本財産

　 定期預金 600,000,000 0 600,000,000

90,757,000 0 0

科　　目

(90,757,000)

600,000,000 (600,000,000)

財務諸表に対する注記

0 0 690,757,000

当期減少額 当期末残高当期増加額

0

小　　計 -

- -

--90,757,000

40,000,000 - (40,000,000)

（うち一般正味
財産からの充

当額）
当期末残高

（うち指定正味
財産からの充

当額）

17,059,000

690,757,000 -(690,757,000)

- -

小　　計 57,059,000 - (40,000,000)

合　　計 747,816,000 (690,757,000) (40,000,000)

(17,059,000)

(17,059,000)

(17,059,000)

（うち負債に
対応する額）

-

163,000 17,059,0001,965,000



４．担保に供している資産
　　該当なし。

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

機械及び装置

什器備品

建設仮勘定

土　 地

特許権

電話加入権

ソフトウェア

６．引当金の明細
（単位：円）

賞与引当金

退職給付引当金

７．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
　　該当なし。

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
    該当なし。

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
　　該当なし。

１０．関連当事者との取引の内容
　　該当なし。

１１．重要な後発事象
　　該当なし。

１２．附属明細書は、財務諸表の注記において記載している。

0 616,750

122,797,600 0 122,797,600

1,154,662 792,901

8,590,000 0

1,469,791,665

616,750

16,860,442

科　　目 取得価額 減価償却累計額

合　　計 1,881,714,099

2,338,667

15,257,000

2,027,200

1,490,762,673

1,965,000

2,338,667

163,000

科　　目 期首残高 当期増加額 当期減少額

361,761

当期末残高

1,720,000,000 250,208,335

7,414,645

目的使用 その他

期末残高

390,951,426

8,590,000

962,335

17,059,000

2,027,2000

0

4,280,000

24,275,087

3,317,665



財団法人　国際科学振興財団
(単位：円）

科　　　目

Ⅰ　資産の部
　１．流動資産
　　　　 現金預金 293,789,272
　　　　　　現金　　　　　　現金手許有高 (324,682)
　　　　　　通常貯金　　　ゆうちょ銀行 (180,060)
　　　　    普通預金　　　常陽銀行        研究学園都市支店 (285,067,607)
　　　　    普通預金　　　みずほ銀行     日本橋支店 (2,983,187)
　　　　    普通預金　　　三井住友銀行 牛久支店 (1,726,420)
　　　　    定期預金　　　UBS銀行        東京支店 (3,507,316)
　　　　 未収金　　　　    研究事業未収金 27,658,109
　　　　 前払金　　　　　  研究事業未完了分支出 6,327,073
　　　　 有価証券　　　　 野村證券：投資信託 14,176,025
　　　　 立替金 1,520,497

　　　流動資産合計 343,470,976
　２．固定資産
　　（１）　基本財産
　　　　　　　定期預金　　みずほ銀行 200,000,000
　　　　　　　定期預金　　UBS銀行 400,000,000
　　　　　　　普通預金　　常陽銀行 研究学園都市支店 90,757,000

　　　　　基本財産合計 690,757,000
　　（２）　特定資産
　　　　　　　退職給付引当資産　 　　   常陽銀行 研究学園都市支店 17,059,000
　　　　　　　研究施設建設積立資産　　常陽銀行 研究学園都市支店 40,000,000

　　　　　特定資産合計 57,059,000
　　（３）　その他固定資産
　　　　　　　機械及び装置　改変型小形還元熱分解装置 962,335
　　　　　　　什器備品　　　　V-560DS紫外可視紫外検出器ほか 7,414,645
　　　　　　　建設仮勘定 8,590,000
　　　　　　　土　 地　　　　 　茨城県つくば市春日　1156㎡ 122,797,600
　　　　　　　特許権 250,208,335
　　　　　　　電話加入権　 　 616,750
　　　　　　　ソフトウェア　　　解析ソフトほか 361,761

　　　　　その他固定資産合計 390,951,426
　　　　　固定資産合計 1,138,767,426

　　　　　資産合計 1,482,238,402
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　　 未払金　　　　　研究事業未払金 32,441,004
　　　 　前受金　　　　　研究事業未完了前受金 10,400,000
　　　　 預り金 216,468,109
　　　　　　　　　　　　　　研究助成金預り59件 (214,694,242)
　　　　　　　　　　　　　　源泉所得税等 (1,773,867)
　　　　 仮受金　　　　　研究費未精算分 1,728,480
　　　　 未払消費税等 34,247,900
　　　　 賞与引当金　　 2,027,200

　　　　　流動負債合計 297,312,693
　２．固定負債
　　　　 退職給付引当金 17,059,000

　　　　　固定負債合計 17,059,000
　　　　　負債合計 314,371,693
　　　　　正味財産 1,167,866,709

財　　産　　目　　録
平成２２年３月３１日現在

金　　　額


