
（平成30年度）

自 平成 30年 　4月　1日
至 平成 31年 　3月 31日

公益財団法人

決 算 報 告 書

ス ズ キ 財 団
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貸　借　対　照　表
平成31年3月31日現在

（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 0 0 0

普通預金 91,352,981 85,691,493 5,661,488

流動資産合計 91,352,981 85,691,493 5,661,488

2．固定資産

(1) 基本財産

普通預金 202,445,612 119,209,706 83,235,906

投資有価証券 10,388,584,200 12,014,813,000 △ 1,626,228,800

基本財産合計 10,591,029,812 12,134,022,706 △ 1,542,992,894

(2) 特定資産

公益目的助成事業維持･拡大資金 43,000,000 74,000,000 △ 31,000,000

公益目的保有財産取得準備金 110,000,000 50,000,000 60,000,000

リサイクル高度化助成資金 5,500,000 10,000,000 △ 4,500,000

特定資産合計 158,500,000 134,000,000 24,500,000

固定資産合計 10,749,529,812 12,268,022,706 △ 1,518,492,894

資産合計 10,840,882,793 12,353,714,199 △ 1,512,831,406

Ⅱ 負債の部

1．流動負債

預り金 0 5,105 △ 5,105

流動負債合計 0 5,105 △ 5,105

負債合計 0 5,105 △ 5,105

Ⅲ 正味財産の部

1．指定正味財産

寄付金 7,488,598,889 8,525,476,302 △ 1,036,877,413

指定正味財産合計 7,488,598,889 8,525,476,302 △ 1,036,877,413

（うち基本財産への充当額） (7,483,098,889) (8,515,476,302) (△ 1,032,377,413)

（うち特定資産への充当額） (5,500,000) (10,000,000) (△ 4,500,000)

2．一般正味財産

一般正味財産合計 3,352,283,904 3,828,232,792 △ 475,948,888

（うち基本財産への充当額） (3,107,930,923) (3,618,546,404) (△ 510,615,481)

（うち特定資産への充当額） (153,000,000) (124,000,000) (29,000,000)

正味財産合計 10,840,882,793 12,353,709,094 △ 1,512,826,301

負債及び正味財産合計 10,840,882,793 12,353,714,199 △ 1,512,831,406
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正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（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

基本財産運用益 233,526,383 170,627,658 62,898,725

受取寄付金 5,500,000 2,000,000 3,500,000

受取寄付金 (1,000,000) (2,000,000) (△ 1,000,000)

受取寄付金 助成事業充当額 (4,500,000) (0) (4,500,000)

雑収益 4,018 3,375 643

(雑収入) (4,018) (3,375) (643)

経常収益計 239,030,401 172,631,033 66,399,368

(2) 経常費用

事業費 136,013,917 108,537,875 27,476,042

研究助成事業費 82,420,000 70,526,000 11,894,000

(助成金) (52,500,000) (42,016,000) (10,484,000)

(課題提案型助成金) (29,920,000) (28,510,000) (1,410,000)

科学的研究成果の普及助成事業費 11,200,000 5,845,281 5,354,719

(研究成果普及助成金) (2,920,000) (1,835,281) (1,084,719)

(研究者海外研修助成金) (8,280,000) (4,010,000) (4,270,000)

外国人の科学的研究・研修助成事業費 31,242,850 24,042,586 7,200,264

付帯事業費 11,007,017 8,124,008 2,883,009

(技術者交流会関係費) (2,927,121) (3,138,968) (△ 211,847)

(機関誌発行費) (5,657,319) (2,436,243) (3,221,076)

(講演会費･研究発表会費) (462,465) (1,163,044) (△ 700,579)

(調査･研究会費) (1,960,112) (1,385,753) (574,359)

事業共通費 144,050 0 144,050

(事務用消耗品費) (30,769) (0) (30,769)

(通信費) (113,281) (0) (113,281)

管理費 18,350,971 15,931,425 2,419,546

人件費 8,757,053 6,059,180 2,697,873

(役員報酬) (3,887,180) (3,887,180) (0)

(給料手当) (4,839,713) (2,172,000) (2,667,713)

(法定福利費) (30,160) (0) (30,160)

事業所費 1,725,600 1,725,600 0

(賃借料) (1,425,600) (1,425,600) (0)

(光熱水道料) (300,000) (300,000) (0)
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科目 当年度 前年度 増減

事務費 7,868,318 8,146,645 △ 278,327

(会議費) (2,406,200) (2,691,422) (△ 285,222)

(旅費交通費) (3,479,804) (3,193,653) (286,151)

(ホームページ運営委託費) (328,882) (254,133) (74,749)

(什器備品費) (66,090) (232,053) (△ 165,963)

(印刷・コピー費) (78,000) (78,000) (0)

(事務用消耗品費) (72,476) (81,929) (△ 9,453)

(保険料) (0) (118,700) (△ 118,700)

(諸会費) (179,000) (172,000) (7,000)

(図書費) (24,624) (29,808) (△ 5,184)

(租税公課) (480) (480) (0)

(通信費) (181,814) (390,805) (△ 208,991)

(雑費) (1,050,948) (903,662) (147,286)

経常費用計 154,364,888 124,469,300 29,895,588

評価損益等調整前当期経常増減額 84,665,513 48,161,733 36,503,780

基本財産評価損益等 △ 560,586,544 656,497,600 △ 1,217,084,144

評価損益等計 △ 560,586,544 656,497,600 △ 1,217,084,144

当期経常増減額 △ 475,921,031 704,659,333 △ 1,180,580,364

2．経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計 0 0 0

(2) 経常外費用

経常外費用計 27,857 0 27,857

当期経常外増減額 △ 27,857 0 △ 27,857

他会計振替額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 475,948,888 704,659,333 △ 1,180,608,221

一般正味財産期首残高 3,828,232,792 3,123,573,459 704,659,333

一般正味財産期末残高 3,352,283,904 3,828,232,792 △ 475,948,888

Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取寄付金 100,000,000 110,000,000 △ 10,000,000

(基本財産充当分) (100,000,000) (100,000,000) (0)

(リサイクル高度化助成資金充当分) (0) (10,000,000) (△ 10,000,000)

基本財産運用益 222,029,763 132,135,258 89,894,505

基本財産評価益 △ 1,132,035,254 1,208,255,200 △ 2,340,290,454

一般正味財産への振替額 △ 226,871,922 △ 132,135,258 △ 94,736,664

当期指定正味財産増減額 △ 1,036,877,413 1,318,255,200 △ 2,355,132,613

指定正味財産期首残高 8,525,476,302 7,207,221,102 1,318,255,200

指定正味財産期末残高 7,488,598,889 8,525,476,302 △ 1,036,877,413

Ⅲ 正味財産期末残高 10,840,882,793 12,353,709,094 △ 1,512,826,301
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財産目録
平成31年3月31日現在

（単位:円）

貸借対照表科目 場所･物量等 使用目的等

(流動資産)

普通預金 91,352,981

三菱UFJ銀行(四谷) 運転資金として 91,267,129

三菱UFJ銀行(浜松) 運転資金として 85,852

流動資産合計 91,352,981

(固定資産)

基本財産 10,591,029,812

普通預金

三菱UFJ銀行(四谷) 公益目的事業及び管理目
的の財源として使用するこ
とを指定された寄付金。
運用益のうち80％は公益
事業の財源として使用し、
うち20%は管理業務の財源
として使用している。

202,445,612

投資有価証券

第274回利付国債他 満期保有目的で保有し、
運用益を公益事業及び管
理業務の財源として使用。
運用益のうち80％は公益
事業の財源として使用し、
うち20%は管理業務の財源
として使用している。

1,090,221,000

スズキ株式 長期保有することにより、
運用益を公益目的事業及
び管理費に使用。
運用益のうち80％は公益
事業の財源として使用し、
うち20%は管理業務の財源
として使用している。

9,298,363,200

特定資産 158,500,000

公益目的助成事業
維持・拡大資金

三菱UFJ銀行(四谷) 平成30年度の公益目的事
業の維持・拡大の為の特
定資産であり、特定費用準
備資金として管理してい
る。

20,000,000

三菱UFJ銀行(四谷) インド、グジャラート州の自
動車関連技術者等への助
成事業の為の特定資産で
あり、特定費用準備資金と
して管理している。

23,000,000

金 額
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（単位:円）

貸借対照表科目 場所･物量等 使用目的等

公益目的保有財産
取得準備資金

三菱UFJ銀行(四谷) 研究助成･海外関係助成
事業の拡大を図るための
資産である。

110,000,000

リサイクル高度化
助成金

三菱UFJ銀行(四谷) 寄附者の指定により、自動
車リサイクル高度化に資す
る助成資金に充てるため
の資産である。

5,500,000

固定資産合計 10,749,529,812

資産合計 10,840,882,793

(流動負債)

預り金 0

流動負債合計 0

負債合計 0

正味財産 10,840,882,793

金 額
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附 属 明 細 書

基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
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