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2019年度 事業報告 

（2019年７月１日から 2020年３月 31日まで） 

 

１．事業活動の概要 

 当法人は、国内の科学技術の分野の研究機関、研究者、技術者を対象に、多彩な研究活動

を助成することでその促進を図り、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資するこ

とを目的としております。 

 当年度においては、当法人の事業目的を幅広く実施することを狙いとし、公益財団法人へ

の移行を行うための準備期間として、運用体制の整備、助成事業の準備を実施いたしました。 

 

 

２．主要業務日程（理事会、評議員会等） 

2019年７月１日 当法人設立 

  

2019年 10月 31日 2019年度 第１回理事会開催 

【報告事項】 

（１）職務遂行状況報告 

【決議事項】 

第１号議案 2019年度事業計画及び収支予算書について 

【協議事項】 

 （１）第１回助成金事業の概要について 

  

2019年 12月 16日 臨時理事会 ※決議の省略の方法による 

【決議事項】 

臨時評議員会の招集の決定 

  臨時評議員会の議案 

   第１号議案 監事の選任の件 

   第２号議案 規程の制定の件 

  

2019年 12月 24日 臨時評議員会 

【決議事項】 

 第１号議案 監事の選任の件 

 第２号議案 規程の制定の件 
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2019年 12月 24日 2019年度 第２回理事会 

【決議事項】 

 第１号議案 規程の制定の件 

 第２号議案 第１回研究助成事業募集要綱の件 

【報告事項】 

 （１）職務遂行状況報告 

 （２）公式ウェブサイトの制作の件 

  

2020年３月 30日 2019年度 第３回理事会 ※決議の省略の方法による 

【決議事項】 

 第１号議案 2020年度 事業計画案・予算案 承認の件 

 第２号議案 規程の制定の件 

 第３号議案 選考委員３名選任の件 

【報告事項】 

 （１）職務遂行状況報告 

 

 

３．役員等に関する事項（2020年３月 31日現在） 

（１）理事・監事 

職 名 氏 名 区 分 所属等 

代表理事 萩原 義昭 非常勤 萩原電気ホールディングス株式会社 名誉会長 

理 事 片山 素夫 非常勤 有限責任事業組合コンパス 組合員 

理 事 輿水 大和 非常勤 中京大学 名誉教授 

合同会社ＹＹＣソリューション 代表 

監 事 稲垣  靖 非常勤 かがやき税理士法人 統括代表社員 

かがやき監査法人 統括代表社員 

公認会計士・税理士・経済学博士 

 

（２）評議員 

職 名 氏 名 区 分 所属等 

評議員 岡田 順一 非常勤 元 南山大学 教授 

評議員 小泉 壽子 非常勤 株式会社プロンプト 代表取締役 

評議員 佐橋  融 非常勤 萩原電気ホールディングス株式会社 常務執行役員 
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（３）選考委員 

職 名 氏 名 区 分 所属等 

選考委員 村上 和人 非常勤 愛知県立大学 情報科学部 教授 

次世代ロボット研究所 所長 

選考委員 大橋 剛介 非常勤 静岡大学 学術院 工学領域 教授 

選考委員 磯  直行 非常勤 中京大学 工学部 電気電子工学科 教授 

 

以 上 
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事業報告に係る附属明細書 

 

１．事業報告の附属明細書 

  特記すべき事項はありません。 
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貸借対照表 

2020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    

現金預金 4,955,883  4,955,883 

流動資産合計 4,955,883  4,955,883 

資産合計 4,955,883  4,955,883 

Ⅱ  負債の部    

１．流動負債    

未払金 1,815,000  1,815,000 

預り金 1,133  1,133 

未払法人税等 53,200  53,200 

流動負債合計 1,869,333  1,869,333 

負債合計 1,869,333  1,869,333 

Ⅲ  正味財産の部    

１．指定正味財産    

指定正味財産合計 0  0 

２．一般正味財産 3,086,550  3,086,550 

正味財産合計 3,086,550  3,086,550 

負債及び正味財産合計 4,955,883  4,955,883 
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正味財産増減計算書 

2019年７月１日から 2020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    

受取寄付金 6,100,000  6,100,000 

雑収益 15  15 

受取利息 15  15 

経常収益計 6,100,015  6,100,015 

(2)経常費用    

管理費 2,960,265  2,960,265 

役員報酬 82,520  82,520 

旅費交通費 126,900  126,900 

通信運搬費 11,748  11,748 

消耗品費 1,850  1,850 

租税公課 14,052  14,052 

接待交際費 3,240  3,240 

業務委託費 270,000  270,000 

広告宣伝費 1,100,000  1,100,000 

支払報酬 1,288,210  1,288,210 

図書新聞費 8,140  8,140 

支払手数料 2,805  2,805 

雑費 50,800  50,800 

経常費用計 2,960,265  2,960,265 

評価損益等調整前当期経常増減額 3,139,750  3,139,750 

評価損益等計 0  0 

当期経常増減額 3,139,750  3,139,750 

２．経常外増減の部    

(1)経常外収益    

経常外収益計 0  0 

(2)経常外費用    

経常外費用計 0  0 

当期経常外増減額 0  0 
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科    目 当年度 前年度 増 減 

税引前当期一般正味財産増減額 3,139,750  3,139,750 

法人税、住民税及び事業税 53,200  53,200 

当期一般正味財産増減額 3,086,550  3,086,550 

一般正味財産期首残高 0  0 

一般正味財産期末残高 3,086,550  3,086,550 

Ⅱ指定正味財産増減の部    

当期指定正味財産増減額 0  0 

指定正味財産期首残高 0  0 

指定正味財産期末残高 0  0 

Ⅲ正味財産期末残高 3,086,550  3,086,550 
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財務諸表に対する注記 

 

１．重要な会計方針 

  消費税等の会計処理 税込み方式によっております。 
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計算書類に係る附属明細書 

 

１．基本財産及び特定財産の明細 

  該当事項はありません。 

 

２．引当金の明細 

  該当事項はありません。 
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財産目録 

2020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 

(流動資産)     

 現金 手元保管 運転資金として 260,722 

 預金 普通預金/三菱 UFJ銀行 運転資金として 4,695,161 

  流動資産合計   4,955,883 

    資産合計 4,955,883 

(流動負債)     

 未払金   1,815,000 

   久保直生  コンサルティング報酬の未払分 1,100,000 

   KPMG税理士法人  コンサルティング報酬の未払分 165,000 

   （有）LOTUS  財団ホームページ作成費用の未払分 550,000 

 預り金   1,133 

   士業源泉  士業報酬の源泉徴収預り分 1,133 

 未払法人税等   53,200 

  流動負債合計   1,869,333 

    負債合計 1,869,333 

    正味財産 3,086,550 

 


