
１． 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品　：定率法を採用している。

ソフトウェア：定額法を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

　什器備品 ４年～７年

　ソフトウェア ３年

(3) 引当金の計上基準

　職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

財務諸表に対する注記

賞与引当金

　職員の退職金の支払いに充てるため、職員が自己都合で退職した場合の期末要支給額を計上している。

　役員の退職慰労金の支払いに充てるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。



２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

３． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

４． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

科　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

特定資産

  什器備品 1,062,345,218 804,745,309 257,599,909

  ソフトウェア 127,875,080 87,794,957 40,080,123

  小計 1,190,220,298 892,540,266 297,680,032

その他固定資産

  什器備品 2,648,426,890 2,545,896,695 102,530,195

  ソフトウェア 173,439,398 162,701,422 10,737,976

  小計 2,821,866,288 2,708,598,117 113,268,171

合　　計 4,012,086,586 3,601,138,383 410,948,203

（単位：円）

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

　投資有価証券 4,791,986,541 886,451,554 302,321,262 5,376,116,833

　定期預金 1,225,000,000 0 600,000,000 625,000,000

  現金預金 1,702,559 13,896,000 347,554 15,251,005

小　　計 6,018,689,100 900,347,554 902,668,816 6,016,367,838

特定資産

　退職給付引当資産 1,660,297,226 145,772,800 164,980,826 1,641,089,200

　減価償却引当資産 29,148,931 3,059 0 29,151,990

　運転資金準備積立資産 471,991,000 28,009,000 0 500,000,000

　什器備品 206,059,034 212,331,547 160,790,672 257,599,909

　ソフトウェア 31,393,440 29,511,075 20,824,392 40,080,123

小　　計 2,398,889,631 415,627,481 346,595,890 2,467,921,222

合　　計 8,417,578,731 1,315,975,035 1,249,264,706 8,484,289,060

（単位：円）

基本財産
　投資有価証券 5,376,116,833 (5,375,000,000) (1,116,833) (0)
　定期預金 625,000,000 (625,000,000) (0) (0)

  現金預金 15,251,005 (0) (15,251,005) (0)

小　　計 6,016,367,838 (6,000,000,000) (16,367,838) (0)

特定資産

　退職給付引当資産 1,641,089,200 (0) (0) (1,641,089,200)

　減価償却引当資産 29,151,990 (0) (29,151,990) (0)

　運転資金準備積立資産 500,000,000 (0) (500,000,000) (0)

　什器備品 257,599,909 (257,599,909) (0) (0)

　ソフトウェア 40,080,123 (40,080,123) (0) (0)

小　　計 2,467,921,222 (297,680,032) (529,151,990) (1,641,089,200)

合　　計 8,484,289,060 (6,297,680,032) (545,519,828) (1,641,089,200)

科　　目 当期末残高
 （うち指定正味財産

   からの充当額）
 （うち一般正味財産

   からの充当額）
  （うち負債に対応

    する額）



５． 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産管理規程に基づく取引

② 信用リスクの管理

③ 市場リスクの管理

債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

６． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

７． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　当法人は、法人運営及び公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、国債、地方債、利付金融債、
貸付信託又は金銭信託、公社債投資信託により資産運用する。

　投資有価証券は、国債であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

（注）帳簿価額のうち、5,376,116,833円は基本財産の「投資有価証券」、749,534,006円は特定資産の
　　　「退職給付引当資産」に含まれている。

（単位：円）

交付金

補助金

独立行政法人

日本学術振興会　他

合　　計 116,809,252 1,417,417,200 1,324,293,007 209,933,445

0 38,578,200 15,555,499 23,022,701 指定正味財産

文部科学省 116,809,252 1,378,839,000 1,308,737,508 指定正味財産186,910,744

貸借対照表
上の記載区分

補助金等の名称 交付者
前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

　科学研究費補助金間接経費

　特定先端大型研究施設
  利用促進交付金

（単位：円）

種類 帳簿価額 時価 評価損益

国債 6,125,650,839 6,447,450,000 321,799,161

合　計 6,125,650,839 6,447,450,000 321,799,161



８． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

９. 重要な後発事象

該当事項はない。

10. その他、資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

引当金の明細

（単位：円）

目的使用 その他

賞与引当金 151,290,542 151,446,563 151,290,542 0 151,446,563

退職給付引当金 1,652,018,000 142,607,700 164,711,500 0 1,629,914,200

役員退職慰労引当金 8,009,900 3,165,100 0 0 11,175,000

期末残高科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

経常収益への振替額

基本財産運用益の振替（基本財産受取利息）

償却原価法償却額に対する預金減少による振替（その他雑収益）

受取補助金等(当年度事業費及び減価償却費相当分)の振替額

固定資産受贈益(当年度減価償却費相当分)の振替額

347,554

1,324,293,007

92,245,073

合　　計 1,470,117,800

53,232,166

（単位：円）

内　　容 金　　額



１．基本財産及び特定資産の明細

　

２．引当金の明細

　

附属明細書

　 基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記２．基本財産及び特定資産の
増減額及びその残高」に記載のとおりであるため、省略している。

    引当金の明細については、「財務諸表に対する注記 10．その他、資産、負債及び正味財産の状態
並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項」に記載のとおりであるため、省略している。
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