
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

　　　１）基本財産運用益

　　　　  基本財産受取利息等 17,069,743 21,183,465 △4,113,722

　　　２）特定資産運用益

　　　　  特定資産受取利息等 47,487,328 89,078,149 △41,590,821

　　　３）受取寄付金等

　　　　  一般寄付金 414,985,000 787,204,213 △372,219,213

　　　　  指定正味財産より事業支出振替額 300,600 5,806,500 △5,505,900

　　　　　　　　　　　受取寄附金等合計 415,285,600 793,010,713 △377,725,113

　　　４）事業収益

　　　　  著作権使用料収入 -                   5,000,000 △5,000,000

　　　５）受取補助金等

　　　　  受取国庫補助金 56,240,000 45,643,000 10,597,000

　　　　  受取利息 -                   48,426 △48,426

　　　　  余剰金 -                   14,897 △14,897

　　　　　　　　　　　受取補助金等合計 56,240,000 45,706,323 10,533,677

　　　６）雑収益

　　　　  特定資産評価益 4,650,000 -                   4,650,000

　　　　  受取利息 457,689 412,407 45,282

　　　　　　　　　　　雑収益合計 5,107,689 412,407 4,695,282

経 常 収 益 計 541,190,360 954,391,057 △413,200,697

　　（２）経常費用

　　　１）財団資金事業費

　　　　  指定正味財産振替額による事業費

　　　　　　 　移植医療支援金 300,000 5,806,500 △5,506,500

　　　　  一般正味財産による事業費

　　　　　　 　公募自由課題研究助成金 10,000,000 10,000,000 -                   

　　　　　　 　バイエル循環器病研究助成金 10,000,000 10,000,000 -                   

　　　　　　 　循環器疾患看護研究助成金 2,000,000 2,000,000 -                   

　　　　　　 　指定研究助成金 648,186,854 736,994,847 △88,807,993

　　　　　　 　学会助成金 9,096,250 13,832,000 △4,735,750

　　　　　　 　海外派遣助成金 -                   -                   -                   

　　　　　　 　学術活動支援金 950,000 7,153,500 △6,203,500

　　　　　　 　研究業績発表費 1,040,917 776,975 263,942

　　　　　　 　予防啓発活動事業費 11,558,698 8,730,155 2,828,543

　　　　　　 　その他支援金 -                   -                   -                   

(単位：円)

（平成20年度）

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

財団法人循環器病研究振興財団

正味財産増減計算書



科　　　　　　　目 当 年 度 前 年 度 増　　減

　　　　　　 　助成事業管理費 3,198,246 3,219,254 △21,008

　　　　　　　　　　　財団資金事業費計 696,330,965 798,513,231 △102,182,266

　　　２）国庫補助金事業費

　　　　  補助金支出 55,948,000 45,706,323 10,241,677

　　　　  返還金 292,000 -                   292,000

　　　　　　　　　　　国庫補助金事業費計　 56,240,000 45,706,323 10,533,677

　　　３）収益事業費

　　　　  人件費 -                   918,204 △918,204

　　　　  旅費交通費 -                   14,320 △14,320

　　　　  会議費 -                   7,245 △7,245

　　　　  消耗品費 -                   282,041 △282,041

　　　　  謝　金 -                   490,830 △490,830

　　　　  雑役務費 -                   19,000 △19,000

　　　　  租税公課 -                   119,000 △119,000

　　　　　　　　　　　収益事業費計　 -                   1,850,640 △1,850,640

　　　４）管理費 23,534,816 33,339,067 △9,804,251

　　　５）退職給付引当金繰入 3,719,322 1,846,048 1,873,274

　　　６）雑損失

　　　　  特定資産評価損 -                   87,740,000 △87,740,000

経 常 費 用 計 779,825,103 968,995,309 △189,170,206

当期経常増減額 △238,634,743 △14,604,252 △224,030,491

　　２　経常外増減の部

　　（１）経常外収益

　　　　  特定資産売却益 11,491,170 -                   11,491,170

　　　　  オプション収入 3,604,000 63,143,700 △59,539,700

経常外収益計 15,095,170 63,143,700 △48,048,530

　　（２）経常外費用

　　　　  特定資産売却損 273,210,000 29,643,985 243,566,015

　 　　　 オプション損失 417,466,000 -                   417,466,000

　　　　  基本財産評価損 158,900,000 -                   158,900,000

経常外費用計 849,576,000 29,643,985 819,932,015

当期経常外増減額 △834,480,830 33,499,715 △867,980,545

税引前当期一般正味財産増減額 △1,073,115,573 18,895,463 △1,092,011,036

　　　    　　法人税、住民税及び事業税 -                   846,200 △846,200

当期一般正味財産増減額 △1,073,115,573 18,049,263 △1,091,164,836

一般正味財産期首残高 1,553,477,138 1,535,427,875 18,049,263

一般正味財産期末残高 480,361,565 1,553,477,138 △1,073,115,573

(単位：円)



科　　　　　　　目 当 年 度 前 年 度 増　　減

　Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　１　特定資産運用益

　　　　  特定資産受取利息等 141,408 119,901 21,507

　　２　受取寄付金 - -                   -                   

　　３　一般正味財産への振替額 △442,008 △5,926,401 5,484,393

当期指定正味財産増減額　 △300,600 △5,806,500 5,505,900

指定正味財産期首残高　 231,625,680 237,432,180 △5,806,500

指定正味財産期末残高　 231,325,080 231,625,680 △300,600

　Ⅲ　正味財産期末残高 711,686,645 1,785,102,818 △1,073,416,173

(単位：円)


