
(単位：円）
科　　　　　　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ 資 産 の 部
  １．流動資産
            現  金 5,630 33,954 ▲28,324 
            普通預金 29,454,460 17,111,431 12,343,029
            定期預金 0 10,000,000 ▲10,000,000 
         流動資産合計 29,460,090 27,145,385 2,314,705
  ２．固定資産
    (１) 基本財産
            普通預金 100,000,000 0 100,000,000
            定期預金 3,173,297 3,173,297 0
            投資有価証券 603,352,180 703,863,202 ▲100,511,022 
         基本財産合計 706,525,477 707,036,499 ▲511,022 
    (２) 特定資産
　　　　    25周年記念助成事業準備預金 22,100,000 33,100,000 ▲11,000,000 
         特定資産合計 22,100,000 33,100,000 ▲11,000,000 
    (３) その他固定資産
            ソフトウェア 384,300 640,500 ▲256,200 
          その他固定資産合計 384,300 640,500 ▲256,200 
          固定資産合計 729,009,777 740,776,999 ▲11,767,222 
          資産合計 758,469,867 767,922,384 ▲9,452,517 

Ⅱ 負 債 の 部
  １．流動負債
            未払金 2,045,401 74,094 1,971,307
            預り金 23,095 22,740 355
          流動負債合計 2,068,496 96,834 1,971,662
          負債合計 2,068,496 96,834 1,971,662

Ⅲ 正 味 財 産 の 部
  １．指定正味財産
            寄附金　　　 704,525,477 705,036,499 ▲511,022 
         指定正味財産合計 704,525,477 705,036,499 ▲511,022 
          （うち基本財産への充当額） (704,525,477) (705,036,499) (▲511,022)
          （うち特定資産への充当額） (0) (0) (0) 
  ２．一般正味財産 51,875,894 62,789,051 ▲10,913,157 
          （うち基本財産への充当額） (2,000,000) (2,000,000) (0) 
          （うち特定資産への充当額）　　　 (22,100,000) (33,100,000) (▲11,000,000)
         正味財産合計 756,401,371 767,825,550 ▲11,424,179 
         負債 及び 正味財産合計 758,469,867 767,922,384 ▲9,452,517 

貸　　借　　対　　照　　表
平成29年3月31日現在



(単位：円）
科　　　　　　　　　目 当年度 前年度 増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
    １． 経常増減の部
      (１) 経常収益
            基本財産受取利息 7,614,128 9,920,248 ▲2,306,120 
　　　　　　特定資産受取利息 26,436 10,938 15,498
            受取寄付金 72,010,000 72,000,000 10,000
　　　　　　　　　受取寄付金 72,010,000 72,000,000 10,000
            運用財産受取利息 25,935 56,458 ▲30,523 
          経常収益計 79,676,499 81,987,644 ▲2,311,145 
      (２) 経常費用
            事業費
               支払助成金 71,451,688 72,550,000 ▲1,098,312 
                   研究助成 59,000,000 59,000,000 0
                   国際交流助成 8,451,688 8,550,000 ▲98,312 
                   学会等開催助成 4,000,000 5,000,000 ▲1,000,000 
               会議費 2,680,665 3,383,328 ▲702,663 
               諸謝金 4,454,819 4,209,806 245,013
               旅費交通費 2,682,886 1,779,101 903,785
               印刷製本費 824,440 654,144 170,296
               消耗品費 349,626 354,625 ▲4,999 
               通信運搬費 1,030,002 953,979 76,023
               減価償却費 256,200 256,200 0
               雑費 98,376 188,841 ▲90,465 
            事業費計 83,828,702 84,330,024 ▲501,322 
            管理費
               役員報酬 4,202,870 4,157,870 45,000
               会議費 493,899 648,038 ▲154,139 
               旅費交通費 845,752 970,298 ▲124,546 
               印刷製本費 174,920 162,938 11,982
               消耗品費 40,850 18,230 22,620
               通信運搬費 426,070 394,557 31,513
               会費 173,350 173,350 0
               雑費 403,243 415,659 ▲12,416 
            管理費計 6,760,954 6,940,940 ▲179,986 
          経常費用計 90,589,656 91,270,964 ▲681,308 
            当期経常増減額 ▲10,913,157 ▲9,283,320 ▲1,629,837 
    ２． 経常外増減の部
      (１) 経常外収益 0 0 0
      (２) 経常外費用 0 0 0
            当期経常外増減額 0 0 0
            当期一般正味財産増減額 ▲10,913,157 ▲9,283,320 ▲1,629,837 
            一般正味財産期首残高 62,789,051 72,072,371 ▲9,283,320 
            一般正味財産期末残高 51,875,894 62,789,051 ▲10,913,157 
Ⅱ 指定正味財産増減の部
         基本財産受取利息 4,398,978 6,501,722 ▲2,102,744 
         一般正味財産への振替額 ▲4,910,000 ▲6,920,000 2,010,000
            当期指定正味財産増減額 ▲511,022 ▲418,278 ▲92,744 
            指定正味財産期首残高 705,036,499 705,454,777 ▲418,278 
            指定正味財産期末残高 704,525,477 705,036,499 ▲511,022 
Ⅲ 正味財産期末残高 756,401,371 767,825,550 ▲11,424,179 

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで



(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 5,630

 普通預金 みずほ銀行
相模大野支店

運転資金として 7,991,983

ジャパンネット銀行
すずめ支店

運転資金として 21,434,774

みずほ銀行
町田支店

運転資金として 27,703

 定期預金 大和ネクスト銀行
ベンテン支店

運転資金として 0

29,460,090

29,460,090

（固定資産）

　基本財産  普通預金 100,000,000

 定期預金 3,173,297
みずほ銀行
町田支店

満期保有目的で保有し、利息を公益目
的事業および管理運営の財源としてい
る。

3,173,297

 投資有価証券 603,352,180
国債 満期保有目的で保有し、利息を公益目

的事業および管理運営の財源としてい
る。

303,352,180

シングル・クレジット・
リンク債

満期保有目的で保有し、利息を公益目
的事業および管理運営の財源としてい
る。

100,000,000

クレディ・スイスコーラ
ブル債

満期保有目的で保有し、利息を公益目
的事業および管理運営の財源としてい
る。

100,000,000

モルンガン･スタン
レー ステップアップ
債

満期保有目的で保有し、利息を公益目
的事業および管理運営の財源としてい
る。

100,000,000

706,525,477
特定資産

ジャパンネット銀行
すずめ支店

平成28年度に25周年記念事業として
助成事業拡大に伴う事業費への充当
にするための資産であり、特定費用
準備資金として管理している。

1,100,000

大和ネクスト銀行
ベンテン支店

平成28年度以降に25周年記念事業
として助成事業拡大に伴う事業費へ
の充当にするための資産であり、特
定費用準備資金として管理している。

21,000,000

特定資産合計 22,100,000
 その他
 固定資産

 ソフトウェア 経理システム
ＷＥＢ申請システム

管理運営の用に供している。 384,300

384,300

729,009,777

758,469,867
(流動負債)

 未払金 研究助成金、会議
費、交通費、諸謝
金、消耗品、および
通信運搬費に対する
未払額

公益目的事業に供する助成金、会議費、
交通費、諸謝金、消耗品、および管理運
営に供する通信運搬費の未払分

2,045,401

 預り金 源泉徴収税支払に
対する預り額

公益目的事業に供する講演料に対する
源泉徴収税の預り分

23,095

2,068,496

2,068,496

756,401,371

財　　産　　目　　録
平成29年3月31日現在

貸借対照表科目

現金預金合計

流動資産合計

資産合計

流動負債合計

負債合計

正味財産

みずほ銀行
相模大野支店

満期保有目的の債券購入の財源として
いる。

 基本財産合計

25周年記念助成
事業準備預金

その他固定資産合計

固定資産合計



監査報告書 
 

平成２９年４月１４日 
 

公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団 
理事長 松田 譲 殿 
 
 

公益財団法人 加藤記念バイオサイエンス振興財団 

 
監事   樋口 節夫     印    

 
監事   柴   毅     印    

 
  
 私たちは、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの公益財団法人  
加藤記念バイオサイエンス振興財団の第６期事業年度における会計及び業務を監査

するため、帳簿ならびに関係書類の閲覧、理事会及びその他の会議に出席し理事か

ら業務の報告を聴取するなど、必要と思われる監査手続を用いて財務諸表等の正確

性及び業務執行の妥当性について検討した結果、次のとおり報告します。 
 
１． 貸借対照表、正味財産増減計算書及び附属明細書並びに財産目録は、法人の

財産及び正味財産増減の状況を適正に表示していると認めます。 
２． 事業報告書及び附属明細書の内容は、法人の業務執行の状況を正しく示して

いると認めます。 
３． 理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令もしくは定款に違反する重

大な事実はないと認めます。 
 

以 上 
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