報告事項 平成２５年度事業報告
１．業務報告（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）
平成２５年度における当財団の事業運営は、公益財団法人として引き続き産業経済発展のた
めの調査研究・科学技術開発等を行っている大学等の研究機関の研究者、及び地球環境の保
全・再生エネルギー問題、科学者の育成並びに青少年の育成問題、外国との学術交流等を推進
している研究機関や団体が推進しているプロジェクトに対して財政的助成援助を行いました。
当財団の運用資金は、平成２４年度に運用効率を上げるため利回りのよい国内株式及び国内
REIT への資金転換を行った特定資産公益目的・管理事業維持資産により年間３４，７０９千円
の配当金・受取利息が得られました。
基本財産である投資有価証券の配当金は、指定正味財産として全額翌年度の助成金に充当さ
れます。
平成２５年６月の理事会において「助成援助規程」の一部が改定され、その改定内容は、研
究テーマが科学技術への貢献が著しいと認められる場合には助成金額を最高３００万円まで
援助すること、更に研究が複数年に亘るものについては最大３年間の助成を行うこと、並びに
助成応募は一般公募、推薦応募に加えて『慶応義塾大学東アジア研究所、再生可能エネルギー
協議会、そしてカンボジアとタイの大学について特別支援機関として指定する』こととしまし
た。
同年１１月に助成審査委員会を開催し、
「助成援助規程」改定に従い助成援助の基本方針の
確認と「助成審査委員会審査手順」について、審査での評価方法とその基準、評価結果の集計
方法、及び採択基準等について討議し改定しました。
個別業務の詳細については以下のとおりです。
１―１ 平成２５年度助成事業
当年度は、８２件８，１００万円の助成事業計画に対し助成を行いました。
助成援助実績

合計

大学

その他団体

件数

８２件

８１件

１件

金額

８，１００万円

７，８００万円

３００万円

平成２５年度助成実績

内

訳

学術及び科学技術の振興のため
A の研究・開発・調査を目的とする
もの
B

C

D

青少年の健全な育成、科学技術者
の育成を目的とするもの
国際相互理解の促進及び経済協
力を目的とするもの
地球環境の保全、自然環境の保護
及び整備を目的とするもの

合計

大学

その他団体

件数

６２件

６２件

－

金額

５，９５０万円

５，９５０万円

－

件数

２件

２件

－

金額

２００万円

２００万円

－

件数

５件

５件

－

金額

５００万円

５００万円

－

件数

３件

３件

－

金額

３００万円

３００万円

－
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E

地域社会の健全な発展、経済活動
の促進を目的とするもの

国民生活に不可欠な物資、エネル
F ギー等の安定供給の確保を目的
とするもの

件数

５件

５件

－

金額

４５０万円

４５０万円

－

件数

５件

４件

１件

金額

７００万円

４００万円

３００万円

平成２５年度研究助成一覧(附属明細書)については、別紙となります。
１－２ 助成金未使用残金の返還
平成２４年度三重大学大学院助教村田淳介氏の研究テーマ「受風体と小型三軸力センサ
ーを用いた風速計の開発」に助成しました助成金１００万円について、平成２４年度とし
て７５万円を支出し得られた研究成果から残金２５万円について、今後支出の予定がない
ため返金したい旨の申し出でがあり、返金されました。
１－３ 平成２６年度助成応募募集と助成審査委員会
(1) 助成応募募集
平成２６年度の助成応募は、当財団の基本方針に従い一般公募の応募受付は平成２５年
７月２１日から９月２０日まで、推薦応募の応募受付は成２５年１０月１１日から１２月
1０日まで、特別支援機関の応募受付は成２５年９月２１日から１１月２０日までとして
募集を行いました。
その応募結果は、一般公募５０件９，８３６万円、推薦応募４６件９,６００万円、特
別支援機関１１件１,０００万円でした。
(2) 事前の書類審査
助成審査委員会の各委員には、審査委員会に先立って事務局で作成した応募書類の冊子
と審査用紙を１２月末にお送りし書類審査をお願いしました。
助成審査委員６名の方々は一か月半をかけて精査・評価し、その評価結果を取り纏め、
２月１４日に開催の助成審査委員会に提出しました。
(3) 助成審査委員会
その評価の集計結果を基に平成２６年２月助成審査委員会を開催して審査委員による
合議による審議の結果一般公募２６件３,５００万円、推薦応募３７件５,０５０万円、特
別支援機関１１件１,０００万円の合計７４件９,５５０万円の選定結果が理事会に答申
されました。
１－４ 資産運用について
平成２５年度は、下記の資金運用を行いました。
① 国内 REIT 購入 1 銘柄 25 口 2,500,000 円
② 公社債購入 第 338 回国庫短期証券 満期償還日 2014/1/20 400,000 口
③ 公社債購入 第 408 回国庫短期証券 満期償還日 2014/5/13 500,000 口
④ 公社債償還 第 338 回国庫短期証券 満期償還日 2014/1/20 400,000 口
利息 16,920 円
⑤ 公社債購入 第 422 回国庫短期証券 満期償還日 2014/4/14 400,000 口
１－５ 平成２６年度予算理事会
平成２６年３月１３日開催の第１１回理事会が開催されました。
(1) 平成２６年度事業計画
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助成審査委員会より答申された助成対象７４件助成金額９，５５０万円に基づく事
業計画について審議の上、承認されました。
(2) 平成２６年度収支予算
平成２６年度の経常収益について、基本財産受取配当金振替額を前年比９，３６９
千円増の９２，９００千円とし、特定資産の運用益の増加分３，４５６千円を含めて
経常収益は、前年比１３，０４３千円増の１３０，７３０千円となること。
経常費用は、研究助成費が前年より１４，５００千円増等により前年比１４，２９４
千円増の１３２，７０２千円となること。
また、指定正味財産の基本財産受取配当金は、前年と同額の８６，４３１千円と見な
し、一般正味財産への振替額を９，３６９千円増の９２，９００千円とすることについ
て審議の上、承認されました。
２．庶務の概要
２―１ 業務監査
平成２５年５月９日 檜垣監事及び田中監事による財産及び会計の監査、業務執行の監
査が行われた。
２―２ 会議開催事項
理事会、評議員会、助成審査委員会の開催状況は以下のとおり。
(1) 理事会
① 第９回理事会(決算)(平成２５年５月２３日)
第１号議案 公益財団法人第３回定時評議員会開催の件
第２号議案 平成２４年度事業報告承認の件
第３号議案 平成２４年度決算書類原案（貸借対照表、正味財産増減計算書、正
味財産増減計算書内訳表、収支計算書、財産目録、附属明細書及び財
務諸表に対する注記）承認の件
第４号議案 再任理事候補者８名選任の件
② 第１０回理事会(平成２５年６月２０日)
第１号議案
代表理事並びに理事長及び専務理事 選定の件
第２号議案
助成金援助規程改定の件
第３号議案
株式の議決権行使の件
④

第１１回理事会(予算)（平成２６年３月１３日）
第１号議案 平成２６年度助成応募申請に対する助成審査委員会答申並びに
平成２６年度事業計画承認の件
第２号議案 平成２６度収支予算(正味財産増減計算書)承認の件
報告事項
代表理事・業務執行理事の職務執行の状況の報告

(2) 評議員会
① 第３回定時評議員会（平成２５年６月２０日）
報告事項
平成２４年度（第２期）事業報告の件
決議事項
第１号議案 平成２４年度（第２期）決算書類（貸借対照表、正味財
産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、財産目録、附
属明細書及び財務諸表に対する注記）承認の件
第２号議案 理事８名選任の件
第３号議案 議事録署名人選任の件
(3) 助成審査委員会
① 第５回助成審査委員会（平成２５年１１月７日）
その１
平成２６年度助成事業の基本方針と応募要領について
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その２
今後の当財団運営についてのご意見ご提言
② 第６回助成審査委員会（平成２６年２月１４日）
その１
理事長ご挨拶
その２
議長互選の件
その３
助成審査委員会審査手順の承認の件
その４
平成２６年度応募申請の課題目についての審査
その５
予算枠との関連から特例措置についての審議
その６
議事録署名人選任の件、並びに議事録をもって理事会への答申書とする件
(4)

職務執行状況の報告（平成２５年１０月２８日）
１．平成２６年度の助成応募募集について
２．平成２５年度(第３期)の中間決算について
３．平成２６年度の評議員会・理事会の日程について

以上、平成２５年度の当財団の主たる活動状況です。
なお、事業報告に係る附属明細書（事業報告の内容を補足する重要な事項）は、「平成２
５年度研究助成一覧」以外特に該当する事項はありません。
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