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D 単位：円
補助事業者等に
決定した理由

交付決定額 備考

日本学術振興会法に基づき決定 150,000,000,000

（執行見込額）

翌半期の執行見込みについて

交付決定の相手方

独立行政法人日本学術振興会

全額交付決定済み

補助金等名称
(基金名称)

交付決定済み額（C)の
平成21年度下半期合計

交付決定済み額（C)の
平成21年度上半期合計

E

交付決定月

先端研究助成基金補助金
（先端研究助成基金）

平成２１年度補正予算において設けられた基金
に対する補助金等の支出状況等の公表について

150,000百万円

0百万円

150,000百万円

0百万円

交付決定済額

未交付決定額
（A-C)

当該補助金等の予算額
（平成21年度補正予算）

11月

交付決定済み額（C)の内訳

150,000百万円

0百万円

文部科学省

1



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)

42,764百万円 709,764,166円

D 執行済み額（C)の平成24年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

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

平成24年度上半期合計 25,897百万円

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

国債

政保債・地方債

その他社債等

短期・長期信託

有価証券

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。

E

翌半期の執行
見込みについて

助成事業者に対して、下半期 計10,825百万円を交付予定。その他残額につ
いては、平成25年度上半期以降交付予定。

（執行見込額） 10,942百万円

平成24年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
42,764百万円

執行（支出）済み額 107,946百万円

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）

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



D 執行済み額（C)の平成24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 25,813,360,263 （独）科学技術振興機構　外93機関

職員人件費 5,739,898 個人

社会保険料等事業主負担金 272,194 国家公務員共済組合連合会　外１社

事務所賃借料 3,814,898 住友不動産（株）

事務用品等購入費 661 水戸事務用品（株）

書籍購入費 3,969 （株）紀伊國屋書店　　　

証明書発行手数料 2,100 三井住友信託銀行

職員人件費 5,451,346 個人

社会保険料等事業主負担金 889,145 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 1,907,449 住友不動産（株）

清掃料 24,577 住友不動産（株）

会議テープ起こし等 59,325 （株）アドレス

国内出張旅費 6,740 個人　計３名

タクシー使用料 18,260 東京都個人タクシー協同組合

委員会出席旅費 353,950 個人　計１７名

事務用品等購入費 13,404 水戸事務用品（株）

FAX料金他 7,386 東日本電信電話（株）　外２社

電気料金 51,734 住友不動産（株）

複写機保守料 31,027 富士ゼロックス（株）

会場使用料 437,563 ホテルモントレ（株）

職員人件費 6,449,893 個人

社会保険料等事業主負担金 1,959,464 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 1,907,449 住友不動産（株）

委員手当 378,100 個人　計１９名

清掃料他 64,267 住友不動産（株）　外１社

6月 支払報酬

6月 業務委託費

6月 賃借料

6月 賃借料

6月 職員給与

6月 法定福利費

5月 保守・修理費

5月 会議費

5月 通信運搬費

5月 電気料金

5月 委員等旅費

5月 消耗品費

5月 役職員旅費

5月 役職員旅費

5月 業務委託費

5月 業務委託費

5月 賃借料

5月 賃借料

5月 職員給与

5月 法定福利費

4月 図書費

4月 支払手数料

4月 賃借料

4月 消耗品費

4月 職員給与

4月 法定福利費

支出月 科目

4月 助成金交付



D 執行済み額（C)の平成24年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

監査報酬 1,083,250 新日本有限責任監査法人

国内出張旅費 589,140 個人　計５名

タクシー使用料 33,570 東京都個人タクシー協同組合

事務用品等購入費 55,996 水戸事務用品（株）

FAX料金他 23,118 東日本電信電話（株）　外２社

電気料金 51,721 住友不動産（株）

複写機保守料 49,144 富士ゼロックス（株）

印刷製本費 375,900 （株）和幸印刷

証明書発行手数料 5,250 みずほ信託銀行　外1社

職員人件費 6,065,738 個人

社会保険料等事業主負担金 934,940 国家公務員共済組合連合会　外３社

PCレンタル料他 500,150 リコーリース（株）　外1社

事務所賃借料 1,867,478 住友不動産（株）

清掃料 24,577 住友不動産（株）

赴任旅費 208,230 個人　計１名

タクシー使用料 46,280 東京都個人タクシー協同組合　外1社

事務用品等購入費 9,771 水戸事務用品（株）

FAX料金他 34,241 東日本電信電話（株）　外１社

電気料金 54,895 住友不動産（株）

複写機保守料 55,852 富士ゼロックス（株）

新聞購読料 12,846 日本経済新聞

職員人件費 5,614,455 個人

社会保険料等事業主負担金 828,891 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 1,896,186 住友不動産（株）

清掃料 24,577 住友不動産（株）

国内出張旅費 16,560 個人　計８名8月 役職員旅費

8月 賃借料

8月 業務委託費

8月 法定福利費

8月 賃借料

7月 図書費

8月 職員給与

7月 電気料金

7月 保守・修理費

7月 消耗品費

7月 通信運搬費

7月 役職員旅費

7月 役職員旅費

7月 賃借料

7月 業務委託費

7月 法定福利費

7月 賃借料

6月 支払手数料

7月 職員給与

6月 保守・修理費

6月 印刷製本費

6月 通信運搬費

6月 電気料金

6月 役職員旅費

6月 消耗品費

6月 業務委託費

6月 役職員旅費



D 執行済み額（C)の平成24年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

タクシー使用料 19,400 東京都個人タクシー協同組合

事務用品等購入費 7,875 水戸事務用品（株）

FAX料金他 4,074 NTTファイナンス（株）　外１社

電気料金 49,167 住友不動産（株）

複写機保守料 33,939 富士ゼロックス（株）

飲み物 2,799 水戸事務用品（株）

研究助成金交付 23,400,000 山口大学　

職員人件費 5,395,925 個人

社会保険料等事業主負担金 840,773 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 1,896,186 住友不動産（株）

委員手当 338,300 個人　計１６名

清掃料 24,577 住友不動産（株）

会議テープ起こし等 93,975 （株）アドレス

国内出張旅費 479,900 個人　計１０名

委員会出席旅費 335,940 個人　計１５名

事務用品等購入費 29,660 水戸事務用品（株）

FAX料金他 2,646 NTTファイナンス（株）　

電気料金 56,777 住友不動産（株）

複写機保守料 36,541 富士ゼロックス（株）

書籍購入費 10,500 （株）官庁通信社

9月 消耗品費

9月 役職員旅費

9月 委員等旅費

賃借料

9月 支払報酬

9月 業務委託費

9月 業務委託費

9月 通信運搬費

9月 助成金交付

9月 職員給与

9月

9月 図書費

8月 会議費

9月 保守・修理費

法定福利費

9月 賃借料

9月

9月 電気料金

8月 電気料金

8月 保守・修理費

8月 消耗品費

8月 通信運搬費

8月 役職員旅費
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