
平成21年度補正予算において設けられた基金の執行状況等について

※金額の単位は百万円                                           基金名：地域資源利用型産業創出緊急対策基金
                                          基金設置法人名：特定非営利活動法人

A．基金造成のための国からの交付決定額（平成21年度補正予算）

B．平成24年度決算におけるＡの金額の残高

C．執行済額

※CとDの合計値は四捨五入をしているため異なる。

D．執行済額（Cの金額）の内訳

月 科目 支出目的 金額 支出相手先

9月 給与手当 0.4 職員(2人)

賃借料 事務所の賃借料 1.0 9・10月2ヵ月分

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.3 9月分

1.7 

10月 給与手当 0.4 職員(2人)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.3 10月分

11月 給与手当 0.4 職員(2人)

福利厚生費 0.3 

印刷製本費 0.1 

水道光熱費他 事務所の水道光熱費 0.1 建物賃貸主等

賃借料 事務所の賃借料 0.5 建物賃貸主(12月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.3 11月分

諸謝金 0.1 審査委員（5名）

12月 給与手当 0.4 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

印刷製本費 0.1 

                                                      日本プロ農業総合支援機構

19,256

－

19,274

平成21年度上半期合計



賃借料 事務所の賃借料 0.5 建物賃貸主(1月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.3 12月分

返還 補正予算の見直しに伴う減額 8,144 

1月 給与手当 0.5 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

印刷製本費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.5 建物賃貸主(2月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.3 機器賃貸主（1月分）

諸謝金 0.2 審査委員（７名）

雑費 0.1 

2月 給与手当 0.4 職員(2人)

印刷製本費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.5 建物賃貸主(3月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.3 機器賃貸主（2月分）

諸謝金 0.2 審査委員（6名）

3月 給与手当 0.4 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.5 建物賃貸主(4月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.3 機器賃貸主（3月分）

8,152.5 

8,154.2 

4月 給与手当 1.2 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

印刷製本費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.5 建物賃貸主(5月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.3 機器賃貸主（4月分）

事業支出 太陽光パネル事業 14.0 

5月 給与手当 0.4 職員(2人)

平成21年度合計

平成21年度下半期合計



福利厚生費 0.1 

旅費・交通費 0.2 

賃借料 事務所の賃借料 0.5 建物賃貸主(6月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.3 機器賃貸主（5月分）

事業支出 太陽光パネル事業 51.0 

6月 給与手当 0.3 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

旅費・交通費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.5 建物賃貸主(7月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.3 機器賃貸主（6月分）

事業支出 太陽光パネル事業 37.0 

7月 給与手当 0.4 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

印刷製本費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.5 建物賃貸主(8月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 2.8 機器賃貸主（7月分）・解約金

事業支出 太陽光パネル事業 3.0 

事業支出 バイオマス事業 41.0 

8月 給与手当 0.3 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.5 建物賃貸主(9月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（8月分）

雑費 事務所移転費用 3.0 

事業支出 バイオマス事業 44.0 

9月 給与手当 0.4 職員(2人)

旅費・交通費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料・リース料 0.3 建物賃貸主(10月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（9月分）



事業支出 太陽光パネル事業 3.7 

事業支出 バイオマス事業 0.2 

207.9 

10月 給与手当 0.3 職員(2人)

福利厚生費 0.2 

賃借料 事務所の賃借料 0.3 建物賃貸主(11月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（10月分）

事業支出 バイオマス事業 128.0 

11月 給与手当 0.3 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.3 建物賃貸主(12月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（11月分）

12月 給与手当 0.4 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.3 建物賃貸主(1月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（12月分）

事業支出 バイオマス事業 25.0 

返還 補正予算の見直しに伴う減額 4,741 

1月 給与手当 0.3 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.3 建物賃貸主(2・3月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（1・2月分）

事業支出 バイオマス事業 18.0 

2月 給与手当 0.3 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.3 

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 

3月 給与手当 1.8 職員(3人)

平成22年度上半期合計



福利厚生費 0.1 

旅費・交通費 0.2 

賃借料 事務所の賃借料 0.3 建物賃貸主(4月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（3月分）

事業支出 太陽光パネル事業 10.0 

事業支出 バイオマス事業 114.0 

5,043.3 

5,251.2 

4月 給与手当 0.6 職員(3人)

福利厚生費 0.1 

旅費・交通費 現地確認 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.3 建物賃貸主(5月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（4月分）

事業支出 バイオマス事業 590.0 

5月 給与手当 0.4 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

旅費・交通費 現地確認 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.3 建物賃貸主(6月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（5月分）

諸謝金 普及啓発事業審査会 0.1 審査員2名

事業支出 バイオマス事業 3.0 

6月 給与手当 0.4 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

旅費・交通費 現地確認 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.3 建物賃貸主(7月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（6月分）

事業支出 バイオマス事業 105.0 

7月 給与手当 0.4 職員(2人)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（7月分）

事業支出 バイオマス事業 9.0 

平成22年度合計

平成22年度下半期合計



8月 給与手当 0.4 職員(2人)

福利厚生費 0.2 

賃借料 事務所の賃借料 0.3 建物賃貸主(8月分)

事業支出 バイオマス事業 94.0 

9月 給与手当 0.5 職員(2人)

福利厚生費 0.1 

消耗品費 0.1 

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.4 機器賃貸主（8・9月分）

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース解約料 0.3 機器賃貸主

雑費 什器備品移動作業・電気工事費 1.0 

事業支出 バイオマス事業 90.0 

898.5 

10月 給与手当 0.4 職員(3人)

福利厚生費 0.3 

旅費・交通費 0.2 

賃借料 事務所の賃借料 0.4 建物賃貸主(8・9・10・11月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（10月分）

諸謝金 現地確認 0.1 

事業支出 バイオマス事業 19.0 

11月 給与手当 0.6 職員(3人)

福利厚生費 0.2 

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(12月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（11月分）

事業支出 バイオマス事業 238.0 

12月 給与手当 0.7 職員(3人)

福利厚生費 0.2 

旅費・交通費 現地確認 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(1月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（12月分）

諸謝金 現地確認 0.1 

平成23年度上半期合計



事業支出 バイオマス事業 367.0 

1月 給与手当 0.6 職員(3人)

福利厚生費 0.2 

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(2月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（1月分）

2月 給与手当 2.0 職員(3人)

福利厚生費 0.2 

旅費・交通費 現地確認 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(3月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（2月分）

諸謝金 現地確認 0.1 

3月 給与手当 0.8 職員(3人)

福利厚生費 0.2 

旅費・交通費 現地確認 0.3 

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(4月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（3月分）

諸謝金 現地確認 0.2 

租税公課 0.1 

633.8 

1,532.3 

4月 給与手当 0.8 職員(3人)

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(5月分)

賃借料 複合機・PC・サーバー・什器のリース料 0.2 機器賃貸主（年間分）

5月 給与手当 0.7 職員(2人)

福利厚生費 0.4 

旅費・交通費 現地確認 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(6月分)

諸謝金 現地確認 0.1 

事業支出 バイオマス事業 549.0 

6月 給与手当 0.7 職員(2人)

平成23年度合計

平成23年度下半期合計



旅費・交通費 現地確認 0.1 

印刷製本費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(7月分)

諸謝金 施設検査打ち合わせ 0.1 

事業支出 バイオマス事業 125.0 

7月 給与手当 0.7 職員(2人)

福利厚生費 0.4 

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(8月分)

雑費 議事録作成費 0.1 

事業支出 バイオマス事業 186.0 

8月 給与手当 0.7 職員(2人)

福利厚生費 0.2 

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(9月分)

諸謝金 第三者委員会 0.1 

事業支出 バイオマス事業 60.0 

9月 給与手当 0.7 職員(2人)

福利厚生費 0.2 

事業支出 バイオマス事業 98.0 

1,024.9 

10月 給与手当 0.6 職員(2人)

福利厚生費 0.2 

旅費・交通費 0.1 

賃借料 事務所の賃借料 0.2 建物賃貸主(10・11月分)

事業支出 バイオマス事業 96.0 

11月 給与手当 0.8 職員(2人)

福利厚生費 0.2 

旅費・交通費 0.2 

賃借料 事務所の賃借料 0.1 建物賃貸主(12月分)

諸謝金 0.2 

12月 給与手当 0.8 職員(2人)

平成24年度上半期合計



福利厚生費 0.2 

事業支出 バイオマス事業 1,456.0 

1月 給与手当 0.7 職員(2人)

福利厚生費 0.2 

旅費・交通費 0.1 

諸謝金 0.1 

事業支出 バイオマス事業 69.0 

2月 給与手当 0.7 職員(2人)

福利厚生費 0.2 

3月 返還 事業終了に伴う基金残返還 1,680 

3,306.6 

4,331.5 

19,269.2 

E．翌半期の執行見込み

執行見込み額

－

Ｆ．運用方法と運用収入実績について

うち運用収入

地域資源利用型産業創出緊急対策
事業実施要領(平成21年5月29日付
け21環第28号農林水産省大臣官房
環境バイオマス政策課長通知)第２
に規定

19,274 18

国費

政保債・地方債

その他社債等

平成24年度下半期合計

平成24年度合計

総合計

有価証券

平成24年３月　基金を廃止

科　　目 当該運用資金を選択している理由
金　　　　額

預貯金

短期・長期信託

翌半期の執行見込みについて

お問い合わせ先：特定非営利活動法人日本プロ農業総合支援
機構 （０３－６６８４－１０１５（直））
ホームページ：http://www.j-pao.org/


