
（令和２年度）

自 令和２年 　4月　1日
至 令和３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 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和3年3月31日現在 令和3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 156,460,682 98,611,998 57,848,684

流動資産合計 156,460,682 98,611,998 57,848,684

2．固定資産

(1) 基本財産

普通預金 104,765,967 102,445,612 2,320,355

投資有価証券 11,098,418,500 6,104,075,800 4,994,342,700

基本財産合計 11,203,184,467 6,206,521,412 4,996,663,055

(2) 特定資産

公益目的助成事業維持･拡大資金 12,000,000 12,000,000 0

公益目的保有財産取得準備金 0 0 0

特定資産合計 12,000,000 12,000,000 0

(3)有形固定資産

備品 349,363 0 349,363

減価償却累計額 △ 87,340 0 △ 87,340

有形固定資産 262,023 0 262,023

固定資産合計 11,215,446,490 6,218,521,412 4,996,925,078

資産合計 11,371,907,172 6,317,133,410 5,054,773,762

Ⅱ 負債の部

1．流動負債

預り金 0 14,781 △ 14,781

仮受金 46,000,000 0 46,000,000

流動負債合計 46,000,000 14,781 45,985,219

負債合計 46,000,000 14,781 45,985,219

Ⅲ 正味財産の部

1．指定正味財産

寄付金 7,891,759,293 4,499,566,786 3,392,192,507

指定正味財産合計 7,891,759,293 4,499,566,786 3,392,192,507

（うち基本財産への充当額） (7,891,759,293) (4,499,566,786) (3,392,192,507)

（うち特定資産への充当額） (0) (0) (0)

2．一般正味財産

一般正味財産合計 3,434,147,879 1,817,551,843 1,616,596,036

（うち基本財産への充当額） (3,311,425,174) (1,706,954,626) (1,604,470,548)

（うち特定資産への充当額） (12,000,000) (12,000,000) (0)

正味財産合計 11,325,907,172 6,317,118,629 5,008,788,543

負債及び正味財産合計 11,371,907,172 6,317,133,410 5,054,773,762
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正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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 215,661,015 187,601,223 28,059,792

受取寄付金 1,000,000 6,500,000 △ 5,500,000

受取寄付金 (1,000,000) (1,000,000) (0)

受取寄付金 助成事業充当額 (0) (5,500,000) (△ 5,500,000)

雑収益 2,343 3,862 △ 1,519

(雑収入) (2,343) (3,862) (△ 1,519)

経常収益計 216,663,358 194,105,085 22,558,273

(2) 経常費用

事業費 176,304,279 189,157,413 △ 12,853,134

研究助成事業費 133,852,620 131,356,000 2,496,620

(助成金) (100,588,620) (93,156,000) (7,432,620)

(課題提案型助成金) (33,264,000) (38,200,000) (△ 4,936,000)

科学的研究成果の普及助成事業費 1,200,000 11,380,000 △ 10,180,000

(研究成果普及助成金) (1,200,000) (2,200,000) (△ 1,000,000)

(研究者海外研修助成金) (0) (9,180,000) (△ 9,180,000)

外国人の科学的研究・研修助成事業費 2,386,712 31,836,208 △ 29,449,496

顕彰事業費 13,000,000 0 13,000,000

付帯事業費 25,864,947 14,585,205 11,279,742

(技術者交流会関係費) (2,182,128) (4,292,559) (△ 2,110,431)

(機関誌発行費) (20,401,283) (7,716,659) (12,684,624)

(講演会費･研究発表会費) (391,499) (113,750) (277,749)

(調査･研究会費) (2,890,037) (2,462,237) (427,800)

管理費 28,233,591 28,703,436 △ 469,845

人件費 23,679,324 17,673,299 6,006,025

(役員報酬) (5,961,710) (3,860,230) (2,101,480)

(給料手当) (17,647,702) (13,788,909) (3,858,793)

(法定福利費) (69,912) (24,160) (45,752)

事業所費 1,758,876 1,742,238 16,638

(賃借料) (1,452,000) (1,438,800) (13,200)

(光熱水道料) (306,876) (303,438) (3,438)
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科目 当年度 前年度 増減

事務費 2,795,391 9,287,899 △ 6,492,508

(会議費) (151,350) (2,431,950) (△ 2,280,600)

(旅費交通費) (114,167) (4,475,142) (△ 4,360,975)

(ホームページ運営委託費) (560,244) (563,910) (△ 3,666)

(什器備品費) (46,854) (19,148) (27,706)

(印刷・コピー費) (79,428) (79,053) (375)

(事務用消耗品費) (156,789) (39,473) (117,316)

(保険料) (0) (0) (0)

(諸会費) (244,668) (192,000) (52,668)

(図書費) (146,872) (108,658) (38,214)

(租税公課) (480) (960) (△ 480)

(通信費) (192,215) (235,155) (△ 42,940)

(雑費) (1,014,984) (1,142,450) (△ 127,466)

（減価償却） (87,340) (0) (87,340)

経常費用計 204,537,870 217,860,849 △ 13,322,979

評価損益等調整前当期経常増減額 12,125,488 △ 23,755,764 35,881,252

基本財産評価損益等 1,604,666,711 △ 1,510,976,297 3,115,643,008

評価損益等計 1,604,666,711 △ 1,510,976,297 3,115,643,008

当期経常増減額 1,616,792,199 △ 1,534,732,061 3,151,524,260

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 196,163 0 196,163

当期経常外増減額 △ 196,163 0 △ 196,163

他会計振替額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 1,616,596,036 △ 1,534,732,061 3,151,328,097

一般正味財産期首残高 1,817,551,843 3,352,283,904 △ 1,534,732,061

一般正味財産期末残高 3,434,147,879 1,817,551,843 1,616,596,036

Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取寄付金 100,000,000 100,000,000 0

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

基本財産運用益 212,277,373 183,567,278 28,710,095

基本財産評価益 3,292,358,649 △ 3,083,532,103 6,375,890,752

一般正味財産への振替額 △ 212,443,515 △ 189,067,278 △ 23,376,237

当期指定正味財産増減額 3,392,192,507 △ 2,989,032,103 6,381,224,610

指定正味財産期首残高 4,499,566,786 7,488,598,889 △ 2,989,032,103

指定正味財産期末残高 7,891,759,293 4,499,566,786 3,392,192,507

Ⅲ 正味財産期末残高 11,325,907,172 6,317,118,629 5,008,788,543
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財産目録
令和3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 156,460,682

三菱UFJ銀行(四谷) 運転資金として 156,357,472

三菱UFJ銀行(浜松) 運転資金として 103,210

流動資産合計 156,460,682

(固定資産)

基本財産 11,203,184,467

普通預金

三菱UFJ銀行(四谷) 公益目的事業及び管理業
務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
目的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。

104,765,967

投資有価証券

みずほ銀行劣後債他 満期保有目的で保有し、
運用益を公益目的事業及
び管理業務の財源として
使用。
運用益のうち80％は公益
目的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。

890,221,000

スズキ株式償還可能債 満期まで保有し、運用益を
公益目的事業及び管理業
務の財源として使用。
運用益のうち80％は公益
目的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。

100,410,000

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
び管理業務の財源として
使用。
運用益のうち80％は公益
目的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。

10,107,787,500

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

特定資産 12,000,000

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。

12,000,000

有形固定資産 262,023

備品 オンライン会議等のためパ
ソコンを購入。

349,363

減価償却 ▲ 87,340

固定資産合計 11,215,446,490

資産合計 11,371,907,172

(流動負債)

仮受金 インドi-ACEへの助成金が
インド政府の承認が得られ
ず、一旦返金された。
2021年4月23日に全額送
金済み。

46,000,000

流動負債合計 46,000,000

負債合計 46,000,000

正味財産 11,325,907,172

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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