
平成24年度 

公益財団法人  国際科学振興財団

決 算 報 告 書

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）



公益財団法人　国際科学振興財団

（単位：円）

科　　目 当年度

Ⅰ　資産の部

　１．　流動資産

　　　　　 現金預金 256,695,920

　　　　　 未収金 61,736,467

　　　　　 前払金 13,678

　　　　　 有価証券 14,212,422

　　　　流動資産合計 332,658,487

　２．　固定資産

　　（１）基本財産

　　　　　 定期預金 300,000,000

　　　　基本財産合計 300,000,000

　　（２）特定資産

　　　　　 退職給付引当資産 23,939,000

　　　　　 研究事業積立資産 153,474,277

　　　　　 国際会議積立資産 2,942,200

　　　　特定資産合計 180,355,477

　　（３）その他固定資産

　　　　　 建物 209,304,147

　　　　　 建物附属設備 72,778,713

　　　　　 構築物 13,709,288

　　　　　 機械及び装置 7,762,400

　　　　　 什器備品 4,392,913

　　　　　 土　 地 123,463,566

　　　　　 特許権 1,115,966

　　　　　 電話加入権 616,750

　　　　　 ソフトウェア 739,350

　　　　その他固定資産合計 433,883,093

　　　　固定資産合計 914,238,570

　　　　資産合計 1,246,897,057

Ⅱ　負債の部

　１．　流動負債

　　　　　 未払金 31,710,474

　　　　　 前受金 8,400,000

　　　　 　預り金 2,678,045

　　　　 　賞与引当金 2,125,067

　　　　流動負債合計 44,913,586

　２．　固定負債

　　　　　 退職給付引当金 23,939,000

　　　　固定負債合計 23,939,000

　　　　負債合計 68,852,586

Ⅲ　正味財産の部

　１．　指定正味財産

　　　　　 基本財産 300,000,000

　　　　　 受取寄付金 156,416,477

　　　　指定正味財産合計 456,416,477

　　　　（うち基本財産への充当額） (300,000,000)

　　　　（うち特定財産への充当額） (156,416,477)

　２．　一般正味財産 721,627,994

　　　　（うち特定資産への充当額） (0)

　　　　正味財産合計 1,178,044,471

　　　　負債及び正味財産合計 1,246,897,057

  （注）　平成23年8月1日付けにて公益財団法人へ移行したため、前年度数値は

貸 借 対 照 表

平成２５年３月３１日現在

　　　　　記載しておりません。



(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 362,945

　　　　　　　　基本財産受取利息 362,945

　　　　②　特定資産運用益 16,153

　　　　　　　　特定資産運用益 4,928

　　　　　　　　特定資産受取利息 11,225

　　　　③　事業収益 371,823,534

　　　　　　　　研究事業収益 246,939,534

　　　　　　　　特許権実施料収益 124,884,000

　　　　④　受取寄付金 135,513,936

　　　　　　　　受取寄付金 1,000,000

　　　　　　　　受取指定寄付金振替額 115,894,736

　　　　　　　　受取指定国際会議寄付金振替額 18,619,200

　　　　⑤　雑収益 2,067,394

　　　   　　経常収益計 509,783,962

　　　（２）　経常費用

　　　　①　事業費 464,978,644

　　　　　　　　報酬 157,893

　　　　　　　　給料手当 89,098,401

　　　　　　　　臨時雇賃金 18,602,334

　　　　　　　　退職給付費用 1,143,296

　　　　　　　　福利厚生費 13,392,491

　　　　　　　　会議費 1,839,286

　　　　　　　　旅費交通費 18,986,206

　　　　　　　　通信運搬費 6,578,574

　　　　　　　　減価償却費 21,796,404

　　　　　　　　消耗什器備品費 16,379,168

　　　　　　　　消耗品費 18,662,137

　　　　　　　　図書費 1,212,395

　　　　　　　　印刷製本費 1,859,888

　　　　　　　　修繕費 739,200

　　　　　　　　光熱水料費 824,773

　　　　　　　　賃借料 8,488,617

　　　　　　　　機器保守費 15,022,940

　　　　　　　　諸謝金 18,752,825

　　　　　　　　租税公課 3,149,989

　　　　　　　　システム維持費 23,760,000

　　　　　　　　委託費 63,225,864

　　　　　　　　共同研究費 44,153,347

　　　　　　　　特許権維持費 41,716,941

　　　　　　　　国際会議開催費 17,456,100

　　　　　　　　雑費 16,993,552

　　　　　　　　賞与引当金繰入 986,023

公益財団法人　国際科学振興財団

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで



科　　目 当年度

　　　　②　管理費 46,898,075

　　　　　　　　報　酬 1,053,731

　　　　　　　　給料手当 13,833,590

　　　　　　　　臨時雇賃金 533,830

　　　　　　　　退職給付費用 1,320,704

　　　　　　　　福利厚生費 2,910,907

　　　　　　　　会議費 661,249

　　　　　　　　旅費交通費 558,241

　　　　　　　　通信運搬費 806,844

　　　　　　　　減価償却費 4,536,222

　　　　　　　　消耗什器備品費 5,529,405

　　　　　　　　消耗品費 948,541

　　　　　　　　図書費 40,961

　　　　　　　　印刷製本費 395,888

　　　　　　　　修繕費 693,000

　　　　　　　　光熱水料費 203,401

　　　　　　　　賃借料 736,228

　　　　　　　　機器保守費 50,050

　　　　　　　　諸謝金 4,583,228

　　　　　　　　租税公課 3,914,935

　　　　　　　　委託費 259,221

　　　　　　　　雑　費 2,188,855

　　　　　　　　賞与引当金繰入 1,139,044

　　　　　　 経常費用計 511,876,719

　　　　　　    当期経常増減額 △ 2,092,757

　２．　経常外増減の部

　　　（１）　経常外収益

                固定資産受贈益 317,400

　　　　　   経常外収益計 317,400

　　　（２）　経常外費用

　　　　　　　　固定資産除却損 30,557

　　　　   　経常外費用計 30,557

　　　　　　    当期経常外増減額 286,843

　　　　　　    当期一般正味財産増減額 △ 1,805,914

　　　　　　    一般正味財産期首残高 723,433,908

　　　　　　    一般正味財産期末残高 721,627,994

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　 研究事業受取寄付金 102,544,700

　　 国際会議受取寄付金 19,390,000

　　 一般正味財産への振替額 △ 134,513,936

　　　　　　    当期指定正味財産増減額 △ 12,579,236

　　　　　　    指定正味財産期首残高 468,995,713

　　　　　　    指定正味財産期末残高 456,416,477

Ⅲ　正味財産期末残高 1,178,044,471

  （注）　平成23年8月1日付けにて公益財団法人へ移行したため、前年度数値は記載しておりません。



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）

   研究施設建設積立資産

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

特定資産

　　退職給付引当資産

　　研究事業積立資産

　  国際会議積立資産

(153,474,277)

-

-

（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）

-23,939,000 (23,939,000)

（うち負債に
対応する額）

-

(23,939,000)

(23,939,000)

-

(0)

480,355,477 (456,416,477) (0)

小　　計 180,355,477 (156,416,477)

-

-

合　　計

財務諸表に対する注記

0 0 300,000,000

当期減少額

0

23,939,000

当期末残高当期増加額

00 300,000,000

科　　目 前期末残高

基本財産

　 定期預金 300,000,000

科　　目

300,000,000 -(300,000,000)小　　計

2,942,200 (2,942,200)

-

153,474,277

-

2,171,400

139,350,036

0

616,470,713

3,234,800

126,000,0000

3,234,800

300,000,000

特定資産

　 退職給付引当資産

　 研究事業積立資産

小　　計

770,800

02,464,000

0

合　　計

　 国際会議積立資産

小　　計

21,475,000

166,824,313

316,470,713

126,000,000

153,474,277

180,355,477

480,355,477

2,942,200

13,350,036

139,350,036

300,000,000 (300,000,000)



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）

建物

附属設備

構築物

機械及び装置

什器備品

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

（単位：円）

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、財務諸表に対する注記において記載している。

23,939,000

2,125,0670

0

33,942,643

1,115,966

4,392,913

670,650

期末残高

433,883,093

その他

739,350

655,449

616,750 0 616,750

当期末残高

7,762,400

1,771,415

29,549,730

2,125,067

科　　目

21,475,000

2,125,067

52,784,281

2,464,000

2,125,067

1,410,000

0

当期減少額

目的使用

0 123,463,566

83,816,730 11,038,017

123,463,566

209,304,147

減価償却累計額

3,341,600

134,513,936合　　計

　 国際会議受取寄付金 18,619,200

経常収益への振替額

　 研究事業受取寄付金 115,894,736

213,575,660 4,271,513

11,104,000

科　　目 取得価額

72,778,713

16,966,610 3,257,322 13,709,288

金額内　　容

合　　計 486,667,374

期首残高 当期増加額



公益財団法人　国際科学振興財団
(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　額

（流動資産） 現金預金

　 現金 手元保管 運転資金として 180,956

　 通常貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として 350,130

　 普通預金 常陽銀行研究学園都市支店 運転資金として 252,272,431

　 定期預金 UBS銀行東京支店 運転資金として 3,892,403

未収金 経済産業局ほか5件 公益目的事業実施に伴う未収金 61,736,467

前払金 研究費用 公益目的事業における研究費前払金 13,678

有価証券 野村證券 運転資金として 14,212,422

332,658,487

（固定資産）

基本財産 定期預金 UBS銀行東京支店 公益目的保有財産であり、運用益を 200,000,000

公益目的事業共用の財源としている。

みずほ銀行日本橋支店 同　上 100,000,000

特定資産 退職給付引当資産 みずほ銀行日本橋支店 職員退職給付引当金見合の引当資 23,939,000

産として管理している。

研究事業積立資産 常陽銀行研究学園都市支店 公益目的事業の研究開発事業に使用 153,474,277

する。

国際会議積立資産 常陽銀行研究学園都市支店 公益目的事業の研究助成ならびに 2,942,200

学術会議に使用する。

その他固定資産 建物 つくば市春日三丁目 公益目的事業及び法人業務の共用 209,304,147

財産として保有している。

建物附属設備 つくば市春日三丁目 公益目的事業及び法人業務の共用 72,778,713

財産として保有している。

構築物 つくば市春日三丁目 公益目的事業及び法人業務の共用 13,709,288

財産として保有している。

機械及び装置 太陽光発電装置ほか 公益目的事業及び法人業務の共用 7,762,400

財産として保有している。

什器備品 二色温度注計測ｼｽﾃﾑ一式他 公益目的事業及び法人業務の用に 4,392,913

供している。

土地 つくば市春日三丁目 公益目的事業及び法人業務の共用 123,463,566

（宅地1157.04㎡） 財産として保有している。

特許権 半導体装置ほか138件 公益目的保有財産であり、特許権 1,115,966

収入を公益目的事業の財源として

使用している。

電話加入権 029-839-4600ほか11本 公益目的事業及び法人業務の用に 616,750

供している。

ソフトウェア 解析ｿﾌﾄｳｪｱほか6本 公益目的事業の研究開発事業の用 739,350

に供している。

 固定資産合計 914,238,570

 資産合計 1,246,897,057

（流動負債） 未払金 KDDI㈱ほか 公益目的事業実施に伴う未払金 31,710,474

前受金 ｳｪﾙｸﾞﾘｰﾝ㈱ 公益目的事業における研究費前受金 8,400,000

預り金 社会保険料、源泉所得税 公益目的事業及び管理業務の源泉 2,678,045

住民税 所得税ほか

賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備える 2,125,067

ため

44,913,586

（固定負債） 退職給付引当金 職員に対する退職金の支給に備える 23,939,000

ため

 固定負債合計 23,939,000

 負債合計 68,852,586

 正味財産 1,178,044,471

貸借対照表科目

 流動資産合計

 流動負債合計

財　　産　　目　　録
平成２５年３月３１日現在


