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預金 〈公1、公2、法人会計用〉

普通預金

定期預金

普通預金

〈公３用〉

ＣＨＣ
ＣＨＣ　
ＴＬＯ
ＴＬＯ
ＴＬＯ
ＴＬＯ
ＴＬＯ
研究部
研究部

  通信運搬費

有価証券
  野村CRF

（収益事業用）
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券
ｷｬｯｼｭﾌｧﾝﾄﾞ

研究部（三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝ
ﾚｰ証券）

2,000,000

（三菱東京ＵＦＪ銀行鶴
舞支店）

ＭＦ事業者負担金 15,000,000

187,966,577
運転資金として普通預金

収益事業の資金及び運転資金として

前受受託研究事業の事業費として

環境省委託費

4,232,000
経済産業省委託費

  雑費
〈公１事業用〉

（ｷｬｼｭ・ﾘｻﾞｰﾌﾞ・ﾌｧﾝ
ﾄﾞ）

    

    　光熱水料費

117,296

  研究部(野村證券） 研究事業の資金及び運転資金として 28,468

    

      渉外費 314,410
      諸会費
      委託費 1,669,598
      諸謝金

研修事業受講料
愛知県あいち環境塾委託費

1,382,030

111,375,623

324,000技術指導料

〈公１、公２、公３、収益事業用〉

7,916,832

819,741

愛知県循環ビジネス委託事業費

897,835

1,916,784

9,698,400

5,035,500

3,809,817
受託事業（6件）

3,108,866

名古屋大学等知財業務請負費

    

629,560    　賃借料

157,015

    

      消耗品費

      会議費

3,867,686
      旅費交通費

22,051,275

190,500

  

3,083,751
    

研究部

586,747

  未収金

      ＴＬＯ・銀行借入用

      ＴＬＯ・委託費 42,937,008
      ＴＬＯ・自己資金 　運転資金として 15,748,682

    
  研究部・小口・三菱UFJ
銀行今池支店

    
  研究部・三菱東京UFJ銀
行今池支店

研究事業の資金及び運転資金として

  研究部・三井住友銀行
本山支店・普通預金

科学研究費助成事業の研究資金として

定期預金

    　　　　　　　〃

  研究部・科研費

　ＣＨＣ・定期預金利息

〈公1、収益、法人会計用〉

　　　　　　　〃    

5,021,045

4,379,231
  研究部・三井住友銀行
本山支店・普通預金

　　　　　　　〃

7,533

452,750    
  ＣＨＣ・共研（管理・
創発・無線）

　　　　　　　〃

    
  研究部・三菱東京UFJ銀
行今池支店

研究事業の資金及び運転資金として 76,746,824

232,698
      CHC･公益事業促口 　　　　　　　〃 646,866
      ＣＨＣ・雑口 　　　　　　　〃
      ＣＨＣ・自己資金口 　　　　　　　〃 36,334,868

  
（三菱東京ＵＦＪ銀行鶴
舞支店）

  ＣＨＣ・ＴＬＯ手元保管 運転資金として 166,035
 (流動資産) 現金 〈公1、公２、公３、法人会計用〉

財産目録
平成27年 3月31日現在

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等

前受事業支出金 〈収益事業用〉

金        額
公益財団法人名古屋産業科学研究所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              　（単位：円）

5,838,326

114,600

21,448

  研究参加費

  外国旅費・経費

10,019,142

  ＴＬＯ・預り金 1,490,295

10,047,610

前受事業として（10件）

158,211,913

　消耗什器備品費

　租税公課 123,600
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

ＴＬＯ

 流動資産合計

ＣＨＣ　

ＴＬＯ

研究部

  利付国債（20年）第
59回（指定）

法人会計（日興証券） 運用益を法人会計に使用 99,649,759

〈公1、収益事業用〉

〈公3用〉

100,000,000

599,504,765

31,000,000

運用益を公１、法人会計に使用

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

14,534

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

運用益を法人会計に使用

46,687,752

うち公益目的事業（２）17.4％、うち
法人会計の財源として使用する財産
82.6％

3,000,000

三井住友本山支店・普
通預金（一般）

三菱東京UFJ・定期預金
（一般）

研究部

    
愛知県債平成19年度第1
回公募公債（一般）

研究部(野村證券） 29,996,250

    
三菱東京UFJ銀行鶴舞支
店（一般）

（ＣＨＣ三菱東京ＵＦＪ
銀行鶴舞支店）

92,990,204

    

  拡充積立資産

産業に関する学術に係る研究及び研究
受託事業の拡充強化のため研究事業拡
充積立金を積立て、運用益または、取
り崩し額を事業の財源として使用

    

    研究部

三菱東京UFJ今池支店
（一般）

研究部

      普通預金 〃 運用益を法人会計に使用

    法人会計（日興証券） 運用益を法人会計に使用
  利付国債（20年）第
120回（一般）

      定期預金
（三菱東京ＵＦＪ銀行鶴
舞支店）

49,324,118

  公益事業積立資産 ＣＨＣ　 基本財産1億5千万円を取り崩し、公益
事業促進のために積立

運用益を法人会計に使用

150,000,000
職員退職給与引当金として管理 6,000,000

    職員退職給与引当金として管理

  退職給与引当資産 （三菱東京ＵＦＪ銀行鶴舞支 19,358,676

 特定資産 826,369,380

公益2（日興証券）
公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（２）に使用

  利付国債（20年）第
136回（指定）

    
公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（２）に使用

    

    
  愛知県平成25年度第
15回公募公債（指定）

　東京都公募公債第723
回（指定）

法人会計（野村證券）

法人会計（野村證券） 運用益を法人会計に使用

    
大阪府公募公債公債第
384回（指定）

11,425,500

  第18回静岡県公募公
債（指定）

100,000,000

100,000,000
  第3回水資源債（指
定）

    

495,235

97,439,562

3,236,320

  基本財産

  債券

〈公２、法人会計用〉

職員退職給与引当金として管理 1,933,176

　法人会計（みずほ証券） 運用益を法人会計に使用

ＣＨＣ
（三菱東京ＵＦＪ銀行
鶴舞支店　普通預金
（指定））

公益2（日興証券）

  退職給付引当資産

 基本財産 605,000,000
 (固定資産)

  普通預金

経済産業省委託費機械装置

417,631,162

  立替金 〈公１事業用〉

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（２）に使用

99,941,083

Ｈ21年度ＮＥＤＯ委託事業の負担金
1,500万円の回収困難による未収金の引
当金

  

ＣＨＣ設立時の基本財産6億円の運用益
を公益目的事業区分の（2）並びに管理
費に使用

5,000,000
当財団の設立時の基本財産500万円の運
用益を管理費に使用

研究部

貸倒引当金
ＴＬＯ

〈公３事業用〉
-7,500,000

運用益を法人会計に使用

　公２、法人会計

〈共用財産〉

656,990,204

公益2（日興証券） 99,913,923

ＣＨＣ
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

特許権 〈公３用に供している〉

〈公１，収益用〉

〈法人会計用〉
ＣＨＣ　 ＣＨＣ事務室として利用
名古屋市中区栄2-10-19
研究部 研究部事務室として利用

 固定資産合計

特許出願費用が30万円以上（18件）

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

第470回東北電力社債
（一般）

9,428,457

271,399
536,632

1,173,539

600,000

20,000,000

12,840,572

20,000,000

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

29,999,375

30,000,000

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

20,000,000

49,998,541

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

20,000,000

1,636,320

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

50,000,000

30,000,000

1,865,921,183

名古屋市千種区四ツ谷通
1-13

名古屋市千種区見附町1-7
  保証金

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

1,036,320

50,000,000

〈公１用に26.6％供している〉
研究事業で使用する機器類

     資産合計

研究部 〈法人会計用〉
研究部駐車場の用に供している 45,000

  入居敷金

特許出願費 1,225,210
ＴＬＯ

（3件）

    

  ソフトウェア 研究部

  

  寄付研究 （2件）

      受託研究 （21件）

（5件）

受託事業　　　　　　〃

      建物(一般)

    

      自主研究 （2件）

  建物

  什器備品 研究部

    研究部(野村證券）

その他固定資産

第29回ソニー㈱無担保
社債（一般）

研究部(野村證券）
公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

研究部(野村證券）
公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

    

    

    

研究部(野村證券）
公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

愛知県債平成22年度第
19回公募公債（一般）

野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ第33回無
担保社債（一般）

    

    

愛知県債平成19年度第6
回公募公債（一般）

名古屋市第12回せ号公
債（一般）

    

    

野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ第34回無
担保社債（一般）

仏相互信用連合銀行円
建社債（一般）

研究部(野村證券）

研究部(野村證券）

研究部(野村證券） 運用益を法人会計に使用

  科学研究助成事業

第312利付国債（10年）
（一般）

愛知県債平成22年度第
11回公募公債（一般）

20,000,000

研究部(野村證券）

49,991,300

第486回関西電力社債
（一般）

研究部（三菱UHJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝ
ﾚｰ証券）

研究部（三菱UHJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝ
ﾚｰ証券）

20,000,000
第29回大阪府公債(5
年）一般

研究部(野村證券）
公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

2,604,084

研究部(野村證券）
第9回広島ガス㈱無担保
社債(3年)（一般）

研究部（三菱UHJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝ
ﾚｰ証券）

研究部（三菱UHJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝ
ﾚｰ証券）

研究部(野村證券）

〈公１、収益事業用〉

〈収益事業用に73.4％供している〉

科学研究費助成事業で使用するソフト
ウェア

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

10,000,000

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

50,000,000

公益目的保有財産で有り運用益を公益
目的事業（１）に使用

ＣＨＣ事務室間仕切りで管理運営の用
に供している

科学研究費助成事業　〃  科学研究助成事業

ＣＨＣ　

20,500

寄付研究事業　　　　〃

16,920,641

1,448,290,021

第136回共同発行市場公
募地方債（一般）

第52回㈱ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ無担
保社債（一般）

第49回名古屋鉄道㈱無
担保社債（一般）

研究部(みずほ証券）

30,000,000
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貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金        額

ＴＬＯ

研究部
ＴＬＯ

〈公３事業用〉

〈公３事業用〉

流動負債合計

ＣＨＣ　
研究部
ＴＬＯ

固定負債合計
負債合計
正味財産

　弁理士等謝金税 同上 1,633

182,000,000  短期借入金
（三菱東京ＵＦＪ銀行鶴
舞支店）

研究部（前受事業として
19件）

206,262
  未払金 2,307,667

57,567,523

    

いる分があるためマイナス標記）

翌事業年度のＴＬＯ会員会費

  健康保険 同左用資金預り分

    事業費

1,601,868,331

職員退職給与引当金として管理

〃
6,000,000〃

19,358,676
264,052,852

1,933,176

  退職給付引当金
（三菱東京ＵＦＪ銀行鶴
舞支店）

退職給与引当金 19,358,676

11,425,500

 (固定負債)

244,694,176

205,000    ＴＬＯ研究会費を入会時に複数年度分
を一括して預かるもの

  預り会費 ＴＬＯ

808,952      技術指導謝金税 源泉所得税預り分
471,000      県市民税 同上

312,784
      所得税 同上 360,506
      厚生年金保険 同上

230,946

      雇用保険 各部門 同左用資金預り分（精算が年度を越えて -3,835
  預り金

ＴＬＯ

2,386,986
  

2,101,405

前受受託事業の研究資金として      前受事業費受入金

432,000
前受金

  前受事業受入金 〈収益事業用〉

経済産業省委託費等は年度末に精算
後、次年度4月に入金されるため、運転
資金を銀行から借入れている

〃
  その他未払金

 (流動負債) 〈公１、公３事業用〉

職員3月分給与未払い分
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