
平成２４年度事業報告書 

（平成 24 年 10 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日） 

１．助 成 事 業  

当財団は、平成 24 年 10 月 1 日付けで公益財団法人への移行に伴い、旧財団法人から事業を

継承し、新財団として行った助成事業は次のとおりです。 

ア）学術研究資金助成事業 

 定款 第４条第２項に掲げる岡山県内の研究機関に所属する私費留学の外国人研究者及

び研究生に対する研究資金の助成を目的とした研究資金助成事業を、財団法人ウエスコ学術

振興財団が実施していた事業の残りを引継いで助成しました。 

 その結果、以下の 4 名の私費留学生に対し 1名 50,000 円/月、総額 1,200,000 円の助成金

を平成 24年 10 月から、平成 25 年 3 月までの６ヶ月間、支給しました。 

内 容 

1 ポリカーボネイト基本上金薄膜の引張り変形に関する有限要素法解析 

 岡山大学 大学院 自然科学研究科（工） 修士課程 格
ゲ

日力斯
ル ラ ソ

布達
ブ ダ

(中国)   300 千円 

2 G-CSF 刺激による好中球の増殖と分化の制御機構の解析 

 岡山大学 大学院 自然科学研究科（工） 博士課程 趙
チョウ

 香琳
コウリン

(中国)     300 千円 

3 反芳香族性π共役誘導体の合成とその物性調査 

 岡山理科大学 大学院 工学研究科  博士課程 シュウ フォン(中国)   300 千円 

4 高齢者の健康関連ライフスタイルの発生メカニズムの実証的研究 

 岡山県立大学 大学院 保健福祉科学研究科  博士課程 李
イ

 志
ジ

嬉
ヒ

(韓国)  300 千円 

イ）研究者交流事業 

     定款第４条第 1 項第３号に掲げる事業は、次のとおり総額 502 千円を実施しました。 

① 交流会事業 

この事業は、助成を受ける研究者及び研究生とその関係者の交流並びに情報交換を目的に、

岡山大学ピーチユニオンにて立食パーティー形式の交流会を開催しました。 

終始なごやかな雰囲気で交流がなされ、事業費としては、 136 千円を支出しました。 

② 研究発表会事業 

この事業は、助成を受ける研究活動の最先端技術の開発状況を研究者が自ら発表すること

により研究成果の普及を促し、各分野における技術開発の効率的な推進及び発展に寄与する

ことを目的に、平成 25年 1 月 21 日に岡山大学創立五十周年記念館で開催しました。当日は

57 名が受講し、熱心にメモをとる姿や様々な質問がなされ、最先端技術への関心の深さが

伺えました。 

 なお、研究発表者は以下の 4 名で、事業費としては、 46 千円を支出しました。 



研究発表の内容 

1. 酸性環境微生物の遺伝子資源を有効利用する組み換え発現システムの構築 

岡山大学･大学院・環境生命科学研究科・准教授・金尾 忠芳 

2．真正粘菌の変形体に存在する新規の膜β-グルコシダーゼの生化学的解析 

    岡山理科大学・理学部・教授・南 善子 

3．一般炭素鋼の超短時間加熱処理による強度特性向上 

    岡山県立大学・情報工学部・准教授・福田 忠生 

4．鋼部材の損傷度評価を目的とした超音波イメージング技術の開発 

    岡山大学・大学院・環境生命科学研究科・准教授・木本 和志 

 

③ 事業報告書の作成費 

公益財団法人移行を記念し当財団創設以来の事業状況をまとめた報告書 200 部を作成し

岡山県内の研究機関及び関係者に配布しました。 

その事業費として、319 千円を支出しました。 

 

２．処務の概要 

ア） 理事及び監事並びに評議員に関する事項 
 
理 事                        （平成２５年３月３１日現在） 

役職名 氏 名 
常勤非常勤

の別 
手当 現職名 備考 

理事長 山地  弘 非常勤 無 
株式会社ウエスコ 

代表取締役社長 
 

理 事 千葉 喬三 非常勤 無 就実学園 理事長  

理 事 波田 善夫 非常勤 無 岡山理科大学 学長  

理 事 大﨑 紘一 非常勤 無 岡山商科大学 副学長  

理 事 沖  陽子 非常勤 無 
岡山大学 大学院 

環境生命学研究科教授 
 

常務理事 大倉 一夫 非常勤 無 
株式会社ウエスコ 

取締役管理本部長 
 

 
監 事                        （平成２５年３月３１日現在） 

役職名 氏 名 
常勤非常勤

の別 
手当 現職名 備考 

監 事 松本  清 非常勤 無 
税理士法人岡山税務 
会計総合研究所 
代表社員 税理士 

 

監 事 福原 一義 非常勤 無 
福原 一義公認会計士
事務所 公認会計士 

 

 



 

評議員                    （平成２５年３月３１日現在） 

役職名 氏 名 
常勤非常勤

の別 
手当 現職名 備考 

評議員長 松原 利直 非常勤 無 
株式会社ウエスコ 

代表取締役副社長 
 

評議員 藤原 健史 非常勤 無 
岡山大学 大学院 

環境学研究科教授 
 

評議員 冨田 栄二 非常勤 無 
岡山大学大学院 

自然科学研究科教授 
 

評議員 辻 英明 非常勤 無 
岡山県立大学 

保険福祉学部長 
 

評議員 西田 典秀 非常勤 無 
岡山県工業技術セン 

ター 所長 
 

評議員 大崎 泰正 非常勤 無 
財団法人岡山経済 

研究所 常務理事 
 

評議員 泉  史博 非常勤 無 
株式会社中国銀行 

取締役会長 
 

 
 
イ）職員に関する事項                  （平成２５年３月３１日現在） 

職 名 氏 名 
常勤非常勤

の別 
手当 担当事務 備 考 

職 員 三谷 博之 非常勤 無 ㈱ウエスコ  

職 員 守本 幸平 非常勤 無 ㈱ウエスコ  

 
 

ウ）役員会等に関する事項 

    ａ．理事会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

平成 24年 10 月 22 日 議決権行使承認の件 承認可決された 

平成 24年 11 月 27 日 平成２４年度 旧財団の決算報告承認の件 

公益財団法人 予算承認の件 

承認可決された 

承認可決された 

平成 25年 1月 21日 平成２５年度事業計画承認の件 

平成２５年度収支予算承認の件 

｢事務委託契約書｣締結承認の件 

承認可決された 

承認可決された 

承認可決された 

 

ｂ．評議員会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

平成 24年 11 月 27 日 評議員長選任の件 

平成 24年度  決算報告承認の件 

予算承認の件 

承認可決された 

承認可決された 

承認可決された 

平成 25年 01 月 21 日 平成２５年度事業計画承認の件 

平成２５年度収支予算承認の件 

｢事務委託契約書｣締結承認の件 

承認可決された 

承認可決された 

承認可決された 

 



 

エ）主務官庁等の許可、認可及び承認に関する事項 

 

許可、認可及び承認年月日 許可、認可及び承認事項 備 考 

平成 24年 10 月 1 日 公益財団法人移行  

 

オ）寄付金に関する事項 

寄付目的 寄 付 者 領収金額(円) 備 考(受入日) 

 運用財産 株式会社 森測量器械店 10,000 H25.1.28 

 運用財産 株式会社 トヨタレンタリース岡山 10,000 H25.1.28 

 運用財産 有限会社 通クリック社 10,000 H25.1.31 

 運用財産 株式会社 白崎工業 10,000 H25.2.8 

 運用財産 コクヨマーケティング 株式会社 20,000 H25.2.25 

 運用財産 西尾ＢＯＸ 10,000 H25.2.25 

 運用財産 株式会社 今永製本 10,000 H25.3.1 

 運用財産 富士ゼロックス岡山 株式会社 10,000 H25.3.29 

 合 計 90,000  

 

カ）契約に関する事項 

該当なし 

 

キ）主務官庁の指示に関する事項 

該当なし 

 

ク）税法上の収益事業の有無 

該当なし 

 

ケ）その他の注意事項 

該当なし 

 

３．事業報告書の付属明細書 

平成２５年３月期における重要事項は無く、期末における事業報告書の附属明細書に記載

すべき事項はありません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法　人　名：公益財団法人ウエスコ学術振興財団
会計単位名：学術振興事業

（単位：円）

科　　　　目
当　年　度
(H25/3/31)

前　年　度
(H24/9/30) 増　 　減

Ⅰ  資産の部

   1. 流動資産

          現金預金 2,090,378 3,552,607

　　　　　未収入金 6,032

              流動資産合計 2,096,410 3,552,607

   2. 固定資産

     (1)基本財産

          定期預金 50,000,000 50,000,000

          投資有価証券 508,000,000 310,000,000

            基本財産合計 558,000,000 360,000,000

     (2)特定資産

          研究者交流積立預金 6,000,000

            特定資産合計 6,000,000

              固定資産合計 564,000,000 360,000,000

                資産合計 566,096,410 363,552,607

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

          未払金 294,000

              流動負債合計 294,000

                負債合計 294,000

Ⅲ  正味財産の部

   1. 指定正味財産

          受贈投資有価証券 508,000,000 310,000,000

          受贈定期預金 50,000,000 50,000,000

              指定正味財産合計 558,000,000 360,000,000

   2. 一般正味財産 7,802,410 3,552,607

          (うち特定資産への充当額) 6,000,000

            正味財産合計 565,802,410 363,552,607

              負債及び正味財産合計 566,096,410 363,552,607

貸借対照表
平成 25年  3月 31日 現在



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法　人　名：公益財団法人ウエスコ学術振興財団
会計単位名：学術振興事業

（単位：円）

科　　　　目

公益目的事業会計 法人会計 内部取引控除 合計

Ⅰ  資産の部

   1. 流動資産

          現金預金 2,090,378 2,090,378

　　　　　未収入金 6,032 6,032

              流動資産合計 2,096,410 2,096,410

   2. 固定資産

     (1)基本財産

          定期預金 50,000,000 50,000,000

          投資有価証券 482,600,000 25,400,000 508,000,000

            基本財産合計 532,600,000 25,400,000 558,000,000

     (2)特定資産

          研究者交流積立預金 6,000,000 6,000,000

            特定資産合計 6,000,000 6,000,000

              固定資産合計 538,600,000 25,400,000 564,000,000

                資産合計 540,696,410 25,400,000 566,096,410

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

          未払金 294,000 294,000

              流動負債合計 294,000 294,000

                負債合計 294,000 294,000

Ⅲ  正味財産の部

   1. 指定正味財産

          受贈投資有価証券 482,600,000 25,400,000 508,000,000

          受贈定期預金 50,000,000 50,000,000

              指定正味財産合計 532,600,000 25,400,000 558,000,000

   2. 一般正味財産 7,802,410 7,802,410

          (うち特定資産への充当額) 6,000,000 6,000,000

            正味財産合計 540,402,410 25,400,000 565,802,410

              負債及び正味財産合計 540,696,410 25,400,000 566,096,410

平成24年度

貸借対照表内訳表
平成 25年  3月 31日 現在



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法　人　名：公益財団法人ウエスコ学術振興財団
会計単位名：学術振興事業

（単位：円）

科　　　　目
当　年　度

(H24/10/1-H25/3/31)
前　年　度

(H24/4/1-H24/9/30)
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
        ①基本財産運用益
            基本財産受取利息 15,032
            基本財産受取配当金 6,000,000 6,000,000
          基本財産運用益計 6,015,032 6,000,000
        ②特定資産運用益
            特定資産受取利息 1,002
          特定資産運用益計 1,002
            受取寄付金 90,000 10,000
          受取寄付金計 90,000 10,000
        ④雑収益
            海外究渡航事業費返金 100,000
            受取利息 338 952
          雑収益計 100,338 952
        経常収益計 6,205,370 6,011,954

     (2)経常費用

        ①事業費

            学術研究助成事業費 9,300,000

            海外究渡航事業費 1,200,000

            学術研究資金助成事業費 1,200,000 1,200,000

            研究者交流事業費 502,938
　　　　　　　　内訳

　　　　　　　　  印刷製本費 319,830

　　　　　　　  　交流会費 136,170

　　　　　　  　　旅費交通費 23,830

　　　　　　　  　会議費 1,868

　　　　　　　  　会場費 12,800

　　　　  　　　　通信費 8,440

          事業費計 1,702,938 11,700,000

        ②管理費

            会議費 147,362 20,248

            旅費交通費 16,090 9,080

            通信費 12,180 28,760
            租税公課 2,200 1,100
            消耗品費 897 2,520
　　　　　　印刷費 4,032
            事務手数料 71,700 315
            雑費 2,200 35,064
          管理費計 252,629 101,119
        経常費用計 1,955,567 11,801,119

          当期経常増減額 4,249,803 △ 5,789,165
   2. 経常外増減の部
        経常外収益計

        経常外費用計

          当期経常外増減額

          税引前当期一般正味財産増減額 4,249,803 △ 5,789,165
          当期一般正味財産増減額 4,249,803 △ 5,789,165
          一般正味財産期首残高 3,552,607 9,341,772
          一般正味財産期末残高 7,802,410 3,552,607
Ⅱ  指定正味財産増減の部

          基本財産評価益 198,000,000

　　　　　基本財産評価損 32,000,000
          当期指定正味財産増減額 198,000,000 △ 32,000,000
          指定正味財産期首残高 360,000,000 392,000,000
          指定正味財産期末残高 558,000,000 360,000,000

Ⅲ  正味財産期末残高 565,802,410 363,552,607

正味財産増減計算書
平成 24年 10月  1日 から平成 25年  3月 31日 まで



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法　人　名：公益財団法人ウエスコ学術振興財団
会計単位名：学術振興事業

（単位：円）

科　　　　目

公益目的事業会計 法人会計 内部取引控除 合計
Ⅰ  一般正味財産増減の部
   1. 経常増減の部
     (1)経常収益
        ①基本財産運用益
            基本財産受取利息 15,032 15,032
            基本財産受取配当金 5,700,000 300,000 6,000,000
          基本財産運用益計 5,715,032 300,000 6,015,032
        ②特定資産運用益
            特定資産受取利息
          特定資産運用益計
            受取寄付金 90,000 90,000
          受取寄付金計 90,000 90,000
        ④雑収益
            海外究渡航事業費返金 100,000 100,000
            受取利息 338 338
          雑収益計 100,338 100,338
        経常収益計 5,905,370 300,000 6,205,370

     (2)経常費用

        ①事業費

            学術研究助成事業費

            海外究渡航事業費

            学術研究資金助成事業費 1,200,000 1,200,000
            研究者交流事業費 502,938 502,938

　　　　　　　　内訳

　　　　　　　　  印刷製本費 319,830 319,830

　　　　　　　  　交流会費 136,170 136,170

　　　　　　  　　旅費交通費 23,830 23,830

　　　　　　　  　会議費 1,868 1,868

　　　　　　　  　会場費 12,800 12,800

　　　　  　　　　通信費 8,440 8,440

       　   事業費計 1,702,938 1,702,938

        ②管理費

            会議費 147,362 147,362

            旅費交通費 16,090 16,090

            通信費 12,180 12,180
            租税公課 2,200 2,200
            消耗品費 897 897
            事務手数料 71,700 71,700
            雑費 2,200 2,200
          管理費計 252,629 252,629
        経常費用計 1,702,938 252,629 1,955,567
          当期経常増減額 4,202,432 47,371 4,249,803

   2. 経常外増減の部
     (1)経常外収益
     (2)経常外費用

          当期経常外増減額

          税引前当期一般正味財産増減額 4,202,432 47,371 4,249,803

          当期一般正味財産増減額 4,202,432 47,371 4,249,803
          一般正味財産期首残高 3,552,607 3,552,607
          一般正味財産期末残高 7,755,039 47,371 7,802,410
Ⅱ  指定正味財産増減の部
          基本財産評価益 188,100,000 9,900,000 198,000,000

　　　　　基本財産評価損

          当期指定正味財産増減額 188,100,000 9,900,000 198,000,000
          指定正味財産期首残高 344,500,000 15,500,000 360,000,000
          指定正味財産期末残高 532,600,000 25,400,000 558,000,000
Ⅲ  正味財産期末残高 540,402,410 25,400,000 565,802,410

平成24年度（H24.10.1～H25.3.31）

正味財産増減計算書内訳表
平成 24年 10月  1日 から平成 25年  3月 31日 まで



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１.事業年度

期末日の市場価格等に基づく時価法

（２）継続事業の前提に関する注記

　　　　継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在していません。

（３）消費税の会計処理

　　　　　消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

(単位：円)

科　目 前期末残高 当期末残高

基本財産

  定期預金 50,000,000 50,000,000

　投資有価証券 310,000,000 508,000,000

小　　計 360,000,000 558,000,000

特定資産

  学術研究助成積立預金 6,000,000

  学術研究資金助成積立預金 0

  研究者交流積立預金 0

小　　計 6,000,000

合　　計 360,000,000 564,000,000

（注）投資有価証券の当期増加額は、前事業年度末における帳簿価額と時価の差額（評価益）を表示しております

(単位：円)

科　目 当期末残高
（うち負債に対応

する額）

基本財産

  定期預金 50,000,000 ―

  投資有価証券 508,000,000 ―

小　　計 558,000,000 ―

一般正味財産

  学術研究助成積立預金 6,000,000 0

小　　計 6,000,000 0

合　　計 564,000,000 0

８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
単位（円）

内訳

経常収益への振替額

基本財産受取配当金 6,000,000

合計 6,000,000

配当金受領額の５％を法人会計の財産としている。

１０．関連当事者との取引の内容

　　関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。

　　　満期保有目的の債券並びに子会社株式
　　　及び関連会社株式以外の有価証券

９．重要な後発事象

　　該当なし

１１．その他

　　該当なし

６．担保に供している資産

　　該当なし

７．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

　　該当なし

金額

0 6,000,000

558,000,000 6,000,000

6,000,000

508,000,000

558,000,000 0

50,000,000

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

（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）

6,000,000

254,000,000 50,000,000

6,000,000

50,000,000 50,000,000

248,000,000 50,000,000

198,000,000

３． 勘定科目の変更

当期増加額 当期減少額

　当年度より、助成事業の種別を公益事業としての趣旨を明確に示す内容に変更したことに伴い、助成金の
勘定科目名を変更しています。前年度については、事業の内容により、変更した勘定科目に振り分けて記載
しています。

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　平成24年10月1日付けで公益財団法人への移行登記に伴い、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
施行規則第2条に基づき、公益財団法人としての最初の事業年度は平成24年10月1日から平成25年3月31日ま
でです。

法　人　名：公益財団法人ウエスコ学術振興財団

会計単位名：学術振興事業

財務諸表に対する注記



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法　人　名：公益財団法人ウエスコ学術振興財団

会計単位名：学術振興事業

平成　２５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 金額

Ⅰ  資産の部

   1. 流動資産

 現金預金

普通預金 山陰合同銀行/岡山支店 運転資金として 78,469

普通預金 中国銀行/奉還町支店 運転資金として 2,011,909

現金預金合計 2,090,378

未収入金 特定資産定期預金経過利息 6,032

流動資産　合計 2,096,410

２． （固定資産）

（1） 基本財産

定期預金 山陰合同銀行/岡山支店 30,000,000

定期預金 中国銀行/奉還町支店 20,000,000

株式

基本財産　合計 558,000,000

（2） 特定資産

 学術研究助成積立預金 山陰合同銀行/岡山支店 6,000,000

助成準備金　合計 6,000,000

固定資産　合計 564,000,000

　資産　合計 566,096,410

Ⅱ 負債の部
１． （流動負債）

未払金 ㈱NCPサプライ 平成２４年度事業報告書２００部作成 294,000

　流動負債　合計 294,000

　負債　合計 294,000

　正味財産 565,802,410

508,000,000

財　産　目　録　

公益目的保有財産であり、運用益を助成
事業の財源として使用している。

株式会社ウエスコ
　　　株式　2,０００千株

公益目的保有財産であり、運用益を助成
事業の財源として使用している。

公益目的保有財産であり、運用益を助成
事業の財源として使用している。

　基本財産で保有の株式で、公益目的保
有財産であり、運用益の９５％を研究助成
事業等の財源として使用している。残り
５％は法人会計の財源に使用している。


