
平成２３年度事業報告書 

 

助 成 事 業 の 状 況 

１．学術研究費助成事業 

    寄付行為第４条第１号に掲げる事業は、次のとおり総額 10,000,000 円を実施しました。 

   ①．研究費助成事業 

     岡山県内の研究機関に所属する研究者に対する研究費の助成を目的とした研究費助成事業

は、平成 23 年 4 月 1 日から同年 5 月 18 日まで、大学等の研究機関を通じて一般公募を行い

ました。 

その結果、55 件の応募があり選考委員会において、以下の 27 件の研究に対し、9,000,000

円の助成を実施しました。 

 

1. 神経変性疾患発祥に連関したニトロソ化/参加蛋白質の網羅的検出 

岡山大学 薬学部 薬効解析学 教授  上原 孝   450 千円 

 

2. イオンチャネルをターゲットとする新規薬剤の開発 

岡山大学 大学院自然科学研究科 准教授  泉 実   500 千円 

 

3. 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 大学院自然科学研究科 准教授  金尾 忠芳   300 千円 

 

4. 抗菌性二次代謝産物生産能賦与による静的抵抗性の亢進 

岡山大学 大学院自然科学研究科 准教授  稲垣 善茂   300 千円 

 

5. コムギ春播性遺伝子Ｖｒｎ－Ｄ 4 のクローニング 

岡山大学 大学院自然科学研究科 助教  西田 英隆   300 千円 

 

6. 新規差動機構を用いたデスクトップ型プレス加工機の開発 

岡山大学 大学院自然科学研究科 助教  關 正憲   500 千円 

 

7. 電子図書館のための高精度情報抽出システムの開発と論文閲覧支援サービスの提案 

岡山大学 大学院自然科学研究科 准教授  太田 学   300 千円 

 

8. 蛇紋岩の組成と組織の時系列解析による変成・変形履歴の解明 

岡山大学 大学院自然科学研究科 助教  野坂 俊夫   300 千円 



 

9. レアメタル代替カーボンアロイ触媒のための前駆体高分子の構造制御 

岡山大学 大学院環境学研究科 教授  木村 邦生   500 千円 

 

10. 物理的及び生物化学的要因が及ぼす沿岸水域生態系への影響評価 

岡山大学 大学院環境学研究科 教授  渡辺 雅二   400 千円 

  

11. 日本・アジア諸国におけるごみ分別収集の費用対効果に関する国際比較分析 

岡山大学 大学院環境学研究科 准教授  松井 康弘   500 千円 

 

12. コムギ及びオオムギの種子色素と種子休眠の関連について 

岡山大学 資源植物科学研究所 研究生  氷見 英子   400 千円 

 

13. 形態形質のゆらぎ左右非対称性制御機構の解明 

岡山大学 異分野融合先端研究コア 特任助教   高橋 一男  350 千円 

 

14. 企業のイノベーティヴな組織能力に対する組織文化論からのアプローチ 

岡山大学 大学院社会文化科学研究科 准教授   藤井 大児   200 千円 

 

15. 抗ロイコトリエン単鎖抗体を用いた新規アレルギー性疾患治療薬の開発 

岡山県立大学 保健福祉学部 教授  高橋 吉孝   275 千円 

 

16. マイクロ波による CFRP 廃材からの炭素繊維の抽出、再資源化に関する研究 

岡山県立大学 情報工学部 助教   小武内 清貴   275 千円 

 

17. 着座連動椅子を用いた共存在感創出によるテレワークコミュニケーション支援 

岡山県立大学 情報工学部 助教  石井 裕   275 千円 

 

18. 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   275 千円 

 

19. トガリネズミはいかにして低音環境へ適応を遂げたのか？熱産生機構と新規低温体制モデル動物の開

発 

岡山理科大学 理学部   講師  城ヶ原 貴通   250 千円 

 

20. ＤＮＡ－無機ハイブリッド体を利用した重金属イオン除去素材の創製 

岡山理科大学 理学部   准教授  山田 真路   250 千円 

 

21. 形状記憶合金を用いたマイクロシリンダに関する研究開発 



津山工業高等専門学校 電子制御工学科   准教授  谷口 浩成   200 千円 

 

22. 小規模水路に適用可能な振動翼発電機構に関する実験的研究 

津山工業高等専門学校 電子制御工学科   准教授  細谷 和範   300 千円 

 

23. 太陽電池シリコンウェハーの高精度強度評価装置の開発 

津山工業高等専門学校 電子制御工学科   准教授  塩田 浩久   300 千円 

 

24. ３種の神経前駆細胞の物理的特性が細胞増殖・神経分化に持つ意義 

川崎医科大学 解剖学教室   准教授  小曽戸 陽一   200 千円 

 

25. 損傷骨格筋の修復過程における Gas6 の役割～Gas6 阻害モデルを用いた検討～ 

倉敷芸術科学大学 生命科学部  講師  椎葉 大輔   300 千円 

 

26. 鼻粘膜を介した薬物送達による頸部リンパ節転移癌の治療に関する研究 

就実大学 薬学部  講師  古林 呂之   400 千円 

 

27. 廃棄バイオマスを原料にした機能性科学材料の創製に関する分析化学的探索 

吉備国際大学 文化財学部  講師  大下 浩司  400 千円 

 

②．海外渡航費助成事業 

      岡山県内の研究機関に所属する研究者に対する海外渡航費の助成を目的とした海外渡航費

助成事業は、平成 23 年 4 月１日から同年 5 月 18 日まで、大学等の研究機関を通じて一般公

募を行いました。 

     その結果、14 件の応募があり、選考委員会において、6 件の海外渡航に対して 

1,000,000 円の助成を実施いたしました。 

 

1. Rough Path 解析を用いた無限次元確立過程の研究 

岡山大学 理学部   准教授  河備 浩司   200 千円 

 

2. 植物による栄養塩累積畑地土壌の浄化と浄化植物からの資源回収 

岡山大学 大学院環境学研究科   准教授  永禮 英明  200 千円 

 

3. 東南アジア在来馬の遺伝学的研究のための現地予備調査 

岡山大学 大学院自然科学研究科   教授  国枝 哲夫   150 千円 

 

4.  Colocalization of menbrane-associated prostaglandin E synthase-2 and prostaglandin E2 receptor 

EP in the rat cerebellum.(ラット小脳における膜結合型プロスタグランジン E 合成酵素-2 とプロス



タグランジン E2 受容体 EP の共存) 

岡山県立大学 保健福祉学部   准教授  山本 登志子   150 千円 

 

5. 構造用接着剤硬化物圧縮応力-ひずみ特性：DP-460 と MA560-1 

岡山理科大学 工学部   院生  ﾉﾙﾌｧｽﾞﾘﾅ･ﾊﾔﾃｨ･ﾓﾊﾏﾄﾞ･ﾔﾃｨﾑ   200 千円 

 

6. 電子機器の自然空冷技術の開発 

岡山県工業技術センター  研究員  下山 力生   100 千円 

 

２．学術研究資金助成事業 

 寄付行為第４条第２号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は、平成 23 年 4 月１日から

同年 5 月 18 日まで、大学等の研究機関を通じて一般公募を行いました。 

 その結果、13 名の応募があり、選考委員会において、以下の 4 名の私費留学生に対して、

総額 2,150,000 円の助成を実施いたしました。 

 

1. ニワトリの免疫活性に対する乳酸菌の効果に関する研究 

岡山大学   大学院自然科学研究科  パク アキコ(中国)  600 千円 

 

2. 熱処理条件ガ結晶性高分子材料の不均一変形に及ぼす影響の評価 

岡山大学  大学院自然科学研究科  チョウ スイ(中国)  600 千円 

 

3. 韓国の父親の育児行動に関する基礎研究 

岡山県立大学 大学院保健福祉科学研究科  パク ジソン(韓国)  600 千円 

 

4. 義足におけるエネルギー効率に関する研究 

川崎医療福祉大学  大学院医療技術学研究科  リ スンテク(韓国)  350 千円(※) 

注）留学生自主退学により平成 23 年 11 月より助成を停止しました。 

３．研究者交流事業 

     寄付行為第４条第３号に掲げる事業は、次のとおり総額 151,929 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、137,829 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 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 24 年 1 月 19 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

44 名が受講し、熱心にメモをとる姿や様々な質問がなされ、 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 2 名で、事業費としては、14,100 円を支出しました。 

 

1.  高度重金属耐性鉄酸化細菌による重金属浄化及び回収 

岡山大学 環境管理センター     准教授  竹内 文章 

 

2. 道路関連事業における移動計測システムの高度利用 

岡山理科大学 工学部情報工学科   准教授  島田 英之 

 

 



処 務 の 概 要 

 
１．役員に関する事項 

理 事                          （平成 24 年 4 月 6 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 
㈱ 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 河野伊一郎 非常勤 無 
岡山大学 

特別顧問 
 

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

環境学研究科教授
 

常務理事 大倉 一夫 非常勤 無 
㈱ ウ エ ス コ

管理本部長 

平成２４年４月

６日就任 

 
監 事                         （平成 24 年 4 月 6 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  

監事 福原 一義 非常勤 無 公認会計士  

 



 

評議員                      （平成 24 年４月 6 日現在） 

氏 名 

常 勤 

非常勤 

の 別 

手当 現職名 備考 

藤原 健史 非常勤 無 
岡山大学大学院 

環境学研究科教授
 

冨田 栄二 非常勤 無 
岡山大学大学院 

自然科学研究科教授
 

辻 英明 非常勤 無 
岡山県立大学 

地域共同研究機構長
 

波田 善夫 非常勤 無 
岡山理科大学 

学  長
 

西田 典秀 非常勤 無 
岡山県工業技術センター 

所  長
 

大崎 泰正 非常勤 無 
財団法人岡山経済研究所 

常務理事
 

泉  史博 非常勤 無 
株式会社中国銀行 

取締役 会長
 

来原 明宏 非常勤 無 
株式会社山陰合同銀行 

岡山支店 支店長
 

松原 利直 非常勤 無 
株式会社ウエスコ 

取締役
 

 
２．職員に関する事項                 （平成 24 年４月 6 日現在） 

職 名 氏 名 担当事務 給与月額 備 考 

職 員 三谷 博之 総務全般 無給 非常勤 

職 員 守本 幸平 総務全般 無給 非常勤 

 

３．役員会等に関する事項 

  ア．理事会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

平成 23 年 06 月 29 日 平成 22 年度決算報告承認の件 

評議員１人選任の件 

議事録署名人選任の件 

平成 23 年度助成対象者について 

承認可決された 

承認可決された 

承認可決された 

事務局より報告した 

平成 23 年 10 月 21 日 議決権行使承認の件 

公益財団法人認定後の定款変更について 

議事録署名人選任の件 

承認可決された 

承認可決された 

事務局より報告した 

平成 23 年 11 月 29 日 常務理事選任の件 

公益財団法人移行江の申請書の提出の件 

議事録署名人選任の件 

承認可決された 

承認可決された 

事務局より報告した 



平成 24 年 04 月６日 平成 24 年度事業計画及び収支予算承認の件 

特定預金の取崩時期及び取崩額承認の件 

理事退任の件 

理事選任の件 

平成 24 年度の行動予定について 

報告事項 平成 24 年度年間スケジュールにつ

いて 

 

承認可決された 

承認可決された 

承認可決された 

承認可決された 

事務局より報告した

事務局より報告した 

 

イ．評議員会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

平成 23 年 06 月 29 日 平成 22 年度決算報告承認の件 

評議員１人選任の件 

議事録署名人選任の件 

平成 23 年度助成対象者について 

承認可決された 

承認可決された 

承認可決された 

事務局より報告した 

平成 23 年 10 月 21 日 議決権行使承認の件 

公益財団法人認定後の定款変更について 

議事録署名人選任の件 

承認可決された 

承認可決された 

平成 24 年 04 月 06 日 平成 24 年度事業計画及び収支予算承認の件 

特定預金の取崩時期及び取崩額承認の件 

理事退任の件 

理事選任の件 

平成 2 ４年度の行動予定について 

報告事項 平成 24 年度年間スケジュールにつ

いて 

承認可決された 

承認可決された 

承認可決された 

承認可決された 

事務局より報告した

事務局より報告した 

 

ウ．選考委員会 

開催年月日 議 事 事 項 会議の結果 

平成 23 年７月 10 日 平成 23 年度助成対象者選考の件 

議事録署名人選任の件 

対象者を決定した 

承認可決された 

 

４．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 23 年 3 月 30 日 特定公益増進法人  

 



５．契約に関する事項 

該当なし 

 

６．寄附金に関する事項 

寄付目的 寄 付 者 領収金額 備 考 

 運用財産 ㈱今永製本 10,000 H23.12.7

運用財産 森測量 10,000 H23.12.9

運用財産 通クリック  10,000 H23.12.13

運用財産 コクヨマーケティング㈱ 20,000 H24.1.10

運用財産 ㈱白崎工業  10,000 H24.1.12

運用財産 白崎 晴樹  10,000 H24.1.12

運用財産 西尾 box   10,000 H24.1.25

 合 計 80,000  

 

７．主務官庁の指示に関する事項 

該当なし 

８．税法上の収益事業の有無 

該当なし 

９．その他の注意事項 

該当なし 



法　人　名：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
(H24/3/31)

前　年　度
(H23/3/31) 増　 　減

Ⅰ  資産の部
   1. 流動資産
          現金預金 3,341,772 1,628,731 1,713,041
　　　　　未収入金 0 20,989 △ 20,989
              流動資産合計 3,341,772 1,649,720 1,692,052
   2. 固定資産
     (1)基本財産
          定期預金 50,000,000 50,000,000 0
          投資有価証券（基） 342,000,000 340,000,000 2,000,000
            基本財産合計 392,000,000 390,000,000 2,000,000
     (2)特定資産
          研究者交流積立預金 6,000,000 6,000,000 0
            特定資産合計 6,000,000 6,000,000 0
              固定資産合計 398,000,000 396,000,000 2,000,000
                資産合計 401,341,772 397,649,720 3,692,052

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

          未払金 0 0 0

              流動負債合計 0 0 0

   2. 固定負債

        固定負債合計 0 0 0

                負債合計 0 0 0

Ⅲ  正味財産の部

   1. 指定正味財産

          受贈投資有価証券 342,000,000 340,000,000 2,000,000
          受贈定期預金 50,000,000 50,000,000 0
              指定正味財産合計 392,000,000 390,000,000 2,000,000

             (うち基本財産への充当額) 0

   2. 一般正味財産 9,341,772 7,649,720 1,692,052

             (うち特定資産への充当額) 6,000,000 6,000,000 0

            正味財産合計 401,341,772 399,649,720 1,692,052

                 負債及び正味財産合計 401,341,772 399,649,720 1,692,052

貸借対照表
平成 24年  3月 31日 現在

 

 

 



 

法　人　名：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

(H23/4/1-H24/3/31)
前　年　度

(H22/4/1-H23/3/31) 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 17,916 50,000 △ 32,084
            基本財産受取配当金 14,000,000 16,000,000 △ 2,000,000
          基本財産運用益計 14,017,916 16,050,000 △ 2,032,084
        ②特定資産運用益
            特定資産受取利息 531 1,454 △ 923
          特定資産運用益計 531 1,454 △ 923
            受取寄付金 80,000 130,000 △ 50,000
          受取寄付金計 80,000 130,000 △ 50,000
        ④雑収益
            受取利息 731 2,577 △ 1,846
          雑収益計 731 2,577 △ 1,846
        経常収益計 14,099,178 16,184,031 △ 2,084,853

     (2)経常費用

        ①事業費

            学術研究助成事業費 10,000,000 13,100,000 △ 3,100,000

            学術研究資金助成事業費 2,150,000 2,400,000 △ 250,000

            研究者交流事業費 137,829 518,805 △ 380,976

          事業費計 12,287,829 16,018,805 △ 3,730,976

        ②管理費

            会議費 14,100 14,100

            旅費交通費 19,020 23,210 △ 4,190

            通信費 51,605 42,620 8,985
            租税公課 550 700 △ 150
            消耗品費 10,760 10,760
            雑費 23,262 25,340 △ 2,078
          管理費計 119,297 91,870 27,427
        経常費用計 12,407,126 16,110,675 △ 3,703,549
          当期経常増減額 1,692,052 73,356 1,618,696

   2. 経常外増減の部

     (1)経常外収益 0 0

        経常外収益計 0 0 0

     (2)経常外費用

        経常外費用計 0 0 0

          当期経常外増減額 0 0 0

          税引前当期一般正味財産増減額 1,692,052 73,356 1,618,696

          当期一般正味財産増減額 1,692,052 73,356 1,618,696
          一般正味財産期首残高 7,649,720 7,576,364 73,356
          一般正味財産期末残高 9,341,772 7,649,720 1,692,052
Ⅱ  指定正味財産増減の部
          基本財産評価益 2,000,000 2,000,000 0
          当期指定正味財産増減額 2,000,000 2,000,000 0
          指定正味財産期首残高 390,000,000 388,000,000 2,000,000
          指定正味財産期末残高 392,000,000 390,000,000 2,000,000
Ⅲ  正味財産期末残高 401,341,772 399,649,720 1,692,052

正味財産増減計算書
平成 23年  4月  1日 から平成 24年  3月 31日 まで

 

 

 



　　　　　期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

（２）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る。

(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 340,000,000 342,000,000

小　　計 390,000,000 392,000,000

特定資産

  学術研究助成積立預金 6,000,000 6,000,000

小　　計 6,000,000 6,000,000

合　　計 396,000,000 398,000,000

（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。

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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 342,000,000 ―

小　　計 392,000,000 ―

特定資産

  学術研究助成積立預金 6,000,000 0

小　　計 6,000,000 0

合　　計 398,000,000 0

４．担保に供している資産

５．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

６．重要な後発事象

７．その他

　　該当なし

　　該当なし

　　該当なし

　　該当なし

0 6,000,000

392,000,000 6,000,000

0 6,000,000

342,000,000 0

392,000,000 0

50,000,000 0

58,000,000 56,000,000

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（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 6,000,000

6,000,000 6,000,000

52,000,000 50,000,000

当期増加額 当期減少額

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

法　人　名：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

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　満期保有目的の債権並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

50,000,000 50,000,000

2,000,000 0

 

 



 

法　人　名：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

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） 1,068,881
　　　　　普通預金（中国銀行/岡山支店） 2,272,891
　　　　現金預金合計 3,341,772
　　　　流動資産合計 3,341,772
   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/岡山支店） 20,000,000
          投資有価証券（㈱ウエスコ2,000,000株） 342,000,000
        基本財産合計 392,000,000
     (2)特定資産
          学術研究助成積立預金 6,000,000
　　　　　　　　　　（山陰合同銀行/岡山支店）

        特定資産合計 6,000,000

        固定資産合計 398,000,000

        資産合計 401,341,772

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

Ⅱ  負債の部
   1.　流動負債 0
   2.　固定負債 0
　　　 負債合計 0

        正味財産 401,341,772

財  産  目  録
平成 24年  3月 31日 現在

金　　　　額

 

 

 

 

 



 

法　人　名：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 決　算　額 予　算　額 差　 　異

Ⅰ  事業活動収支の部
   1. 事業活動収入
      ①基本財産運用収入
          基本財産利息収入 17,916 20,000 △ 2,084
          基本財産配当金収入 14,000,000 14,000,000
        基本財産運用収入計 14,017,916 14,020,000 △ 2,084
      ②特定資産運用益
          特定資産受取利息 731 3,000 △ 2,269
        特定資産運用益計 731 3,000 △ 2,269
      ③寄付金収入
          寄付金収入 80,000 100,000 △ 20,000
        寄付金収入計 80,000 100,000 △ 20,000
      ④雑収入
          受取利息収入 531 3,000 △ 2,469
        雑収入計 531 3,000 △ 2,469
      事業活動収入合計 14,099,178 14,126,000 △ 26,822
   2. 事業活動支出
      ①事業費支出
          学術研究助成事業費 10,000,000 10,000,000
          学術研究資金助成事業費 2,150,000 2,400,000 △ 250,000
          研究者交流事業費 137,829 600,000 △ 462,171
        事業費支出計 12,287,829 13,000,000 △ 712,171
      ②管理費支出
          会議費支出 14,100 100,000 △ 85,900
          旅費交通費支出 19,020 25,000 △ 5,980
          通信費支出 51,605 40,000 11,605
          消耗品費支出 10,760 5,000 5,760
          印刷製本費支出 15,000 △ 15,000
          租税公課支出 550 5,000 △ 4,450
          雑支出 23,262 30,000 △ 6,738
        管理費支出計 119,297 220,000 △ 100,703
      事業活動支出合計 12,407,126 13,220,000 △ 812,874
        事業活動収支差額 1,692,052 906,000 786,052
Ⅱ  投資活動収支の部
   1. 投資活動収入
      ①特定資産取崩収入
          研究助成積立預金取崩収入 6,000,000 6,000,000
        特定資産取崩収入計 6,000,000 6,000,000
      投資活動収入合計 6,000,000 6,000,000
   2. 投資活動支出
      ①特定資産取得支出
          研究助成積立預金取得支出 6,000,000 8,000,000 △ 2,000,000
        特定資産取得支出計 6,000,000 8,000,000 △ 2,000,000
      投資活動支出合計 6,000,000 8,000,000 △ 2,000,000
        投資活動収支差額 △ 1,094,000 1,094,000
Ⅲ  予備費支出 50,000 △ 50,000
        当期収支差額 1,692,052 △ 1,144,000 2,836,052

        前期繰越収支差額 1,649,720 1,153,000 496,720

        次期繰越収支差額 3,341,772 9,000 3,332,772

収支計算書
平成 23年  4月  1日 から平成 24年  3月 31日 まで

 

 

 

 



 

 

 

 



 

法　人　名：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

１．資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収入金及び未払金を含めて。います。

なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりです。

２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科　目
前期末残高
(H23/3/31)

普通預金 1,628,731

未収入金 20,989

合　　計 1,649,720

未払金 0

合　　計 0

次期繰越収支差額 1,649,720 3,341,772

0

0

3,341,772

3,341,772

0

収支計算書に対する注記

当期末残高
(H24/3/31)

 

 


