
平成  年度収支予算書 正味財産増減予算書 
 平成  年 月 日 平成  年 月  日 

 単位 円 

科目
予算額          
   

前年度予算額        
      

増減            
       

備考

 一般正味財産増減 部

   経常増減 部

     経常収益

     基本財産運用益                               受取配当金  年間実績    予想

     特定資産運用益                                          円    円 

     受取補助金                        

     受取寄付金振替額                      

  経常収益計                                  

     経常費用

    事業費                                 

     役員報酬                           

     給与手当                                  増加 常勤    客員    

     役員退職慰労費用                        

     職員退職給付費用                    

     福利厚生費                              

     会議費                            

     旅費交通費                                       開催

     通信運搬費                                  増加

     消耗什器備品費                              特定課題増加     数    

     消耗品費                             

     図書費                          

     修繕費                

     印刷製本費                          

     光熱水料費                            

     賃借料                            

     諸会費                      

     保険料                      

     渉外費              

     諸謝金                          

     支払助成金                                   助成金増加  件  万円    万円 

     維持管理費                            

     委託費                              

     減価償却費                              実験室拡充

     雑費                     

 

    管理費                                

     役員報酬                              役員減

     給与手当                              出向者 業務引 継 者 増加

     役員退職慰労費用                       

     職員退職給付費用                      

     福利厚生費                          

     会議費                

     旅費交通費                         

     通信運搬費                       

     消耗什器備品費                       

     消耗品費                        

     図書費                    

     修繕費              

     光熱水料費                        

     賃借料                         

     諸会費                

 



     保険料                     

     渉外費                    

     諸謝金                  

     維持管理費                        

     委託費                              

     減価償却費                          

  経常費用計                                 

   当期経常増減額                                   

  経常外増減 部

   経常外収益    

  経常外収益計    

   経常外費用

  刈谷少年少女発明   寄付                        

  経常外費用計                        

当期経常増減額                        

 当期一般正味財産増減額                                 

   一般正味財産期首残高                                          

   一般正味財産期末残高                                          

 指定正味財産増減 部

  基本財産運用益                               

  正味財産  振替額                                     

 当期指定正味財産増減額                          

   指定正味財産期首残高                                      

   指定正味財産期末残高                                      

 正味財産期末残高 一般 指定                                          

  



平成  年度収支予算書内訳表  正味財産増減予算書内訳表 
 平成  年 月 日 平成  年 月  日 

 単位 円 

科       目

公益事業目的

法人会計 合計公 公 
共通 小計

研究事業 研究助成事業

 一般正味財産増減 部

   経常増減 部

     経常収益

     基本財産運用益                                  

     特定資産運用益                                               

     受取補助金                               

     受取寄付金振替額                                  

  経常収益計                                               

     経常費用

    事業費                                            

     役員報酬                                   

     給与手当                                        

     役員退職慰労費用                         

     職員退職給付費用                         

     福利厚生費                                      

     会議費                                   

     旅費交通費                                        

     通信運搬費                                  

     消耗什器備品費                                     

     消耗品費                                      

     図書費                       

     修繕費                       

     印刷製本費                                   

     光熱水料費                                  

     賃借料                                  

     諸会費                       

     保険料                            

     渉外費                         

     諸謝金                                   

     支払助成金                                

     維持管理費                                  

     委託費                                   

     減価償却費                                      

     雑費                       

    管理費                     

     役員報酬                   

     給与手当                     

     役員退職慰労費用               

     職員退職給付費用             

     福利厚生費                   

     会議費               

  



     旅費交通費                   

     通信運搬費               

     消耗什器備品費             

     消耗品費               

     図書費               

     修繕費             

     光熱水料費               

     賃借料               

     諸会費               

     保険料               

     渉外費               

     維持管理費                   

     委託費                   

     減価償却費                   

 

  経常費用計                                                       

   当期経常増減額                                                                       

  経常外増減 部

   経常外収益    

  経常外収益計       

   経常外費用

  投資有価証券評価損   

  固定資産除却損   

    什器備品寄付額    

  経常外費用計       

当期経常増減額       

 当期一般正味財産増減額                                                                     

   一般正味財産期首残高                                                                               

   一般正味財産期末残高                                                                                 

 指定正味財産増減 部

  受取寄付金   

    基本財産運用益                                

  基本財産受取利息   

  基本財産評価益   

    正味財産  振替額                                      

 当期指定正味財産増減額                                        

   指定正味財産期首残高                                         

   指定正味財産期末残高                                           

 正味財産期末残高 一般 指定                                                                                  

  



 参考資料 

   平成  年度収支予算書 資金収支予算書 

平成  年度収支予算書 資金収支予算書 

 平成  年 月 日 平成  年 月  日 

科       目 前年度予算額     予算額 増  減 備  考

 事業活動収支 部

   事業活動収入

   基本財産運用収入

    基本財産配当金収入                               受取配当金  年間実績    予想

   基本財産以外 収入         円    円 

    特定資産運用収入                                  同上

    雑収入                        

  事業活動収入合計                                  

   事業活動支出

    事業費支出

     役員報酬支出                          

     給与手当支出                                  増加 常勤    客員    

     福利厚生費支出                              

     会議費支出                            

     旅費交通費支出                                    増加

     通信運搬費支出                              特定課題増加     数    

     消耗什器備品費支出                                     開催

     消耗品費支出                              

     図書費支出                          

     修繕費支出                

     印刷製本費支出                          

     光熱水料費支出                            

     賃借料支出                            

     諸会費支出                      

     保険料支出                      

     渉外費支出              

     諸謝金支出                          

     支払助成金支出                                   助成金増加  件  万円    万円 

     維持管理費支出                            

     委託費支出                              

     雑支出                      

   事業費支出計                                 

    管理費支出

     役員報酬支出                              役員減

     給与手当支出                              出向者 引 継 者 増加

     福利厚生費支出                          

     会議費支出                

     旅費交通費支出                         

     通信運搬費支出                       

     消耗什器備品費支出                       

     消耗品費支出                        

  



     図書費支出                    

     修繕費支出              

     印刷製本費支出    

     光熱水料費支出                        

     賃借料支出                         

     諸会費支出                

     保険料支出                     

     渉外費支出                    

     諸謝金支出                  

     維持管理費支出                        

     委託費支出                              

     雑支出    

    管理費支出計                                

  事業活動支出合計                                 

  事業活動収支差額                                 

  投資活動収支 部

   投資活動収入

  投資活動収入合計    

   投資活動支出

   特定資産取得支出

    役員退職慰労引当資産取得支出                        

    退職給付引当資産取得支出                       

    什器備品取得支出                      

    資産取得資金支出                        井口        建設資金積立

   刈谷少年少女発明   寄付                        

  投資活動支出合計                                 

  投資活動収支差額                                       

  財務活動収支 部

   財務活動収入    

   財務活動支出    

  財務活動収支差額    

  当期収入合計                                  

  当期支出合計                                  

    当期収支差額                              

    前期繰越収支差額                                   

    次期繰越収支差額                                   

  


