
(1) 特定関連会社の概要

No 法人の名称 業務の概要 当法人 債務保証 事業収入 割合
との関係 項目 金額 項目 金額 科目 金額 の有無

1 特定関連会社 ◎ 澤田　靖士 手柴　貞夫 資産 1,437,400,609 所有株式数 － － － 367,959,125 － －
河村　壮一 鈴木　一夫 負債 158,354,238 ４０，０００株
内村　理史 竹内　重徳 資本金 3,000,000,000 取得価額 723,426,000
鈴木　雅近 小沢　和夫 利益剰余金 △ 1,720,953,629 貸借対照表計上額 723,426,000
小嶋　善吉 雨宮　肇
天坊　昭彦 望月　信彦 営業収入 367,959,125
藤村　宏幸 大橋　欣治 経常利益 72,269,098
磯崎　理 浅野　克彦 当期純損失 735,387,533
田中　隆治 熊野　可丸 当期未処分損失 1,720,953,629
野村　哲也 高萩　光紀
吉田　健 土屋　隆
益田　和明 影近　博
佐竹　幹雄 新名　順一
重藤　毅直 関澤　義
鈴木　修 古寺　雅晴
林　亜紀夫
金子　誠二

2 株式会社イオン工学センター 特定関連会社 ◎ 斎藤　恭寛 資産 254,813,410 所有株式数 － － － 200,020,450 － －
高木　茂太市 負債 3,412,900 ５２，０００株
乙武　正文 資本金 3,900,000,000 取得価額 727,808,000

利益剰余金 △ 3,648,599,490 貸借対照表計上額 167,600,340

営業収入 200,020,450
経常損失 282,818,965
当期純損失 1,743,560,643
当期未処分損失 3,648,599,490

3 株式会社超高温材料研究センター 特定関連会社 ◎ 山村　武民 堤　喜治 資産 1,286,020,755 所有株式数 － － － 277,053,141 － －
松村　義一 後藤　正和 負債 32,905,659 ３０，０００株
伊藤　俊昭 徳長　幹恵 資本金 2,250,000,000 取得価額 549,960,000
棚橋　晋 金澤　啓隆 利益剰余金 △ 996,884,904 貸借対照表計上額 549,960,000
藤田　忠夫 西寺　雅也
樫部　正樹 中村　明人 営業収入 277,053,141
末廣　惠雄 小園　裕三 経常損失 70,918,186
戸田　信雄 中川　幸也 当期純損失 131,709,110
川田　豊 清水　真男 当期未処分損失 996,884,904
北田　豊文 服部　哲夫
篠原　昭雄 内田　憲正
松尾　則久 布施　詮
清水　義之 福田　浩一

(2) 関連会社の概要

No 法人の名称 業務の概要 当法人 債務保証 総売上高 割合
との関係 項目 金額 項目 金額 科目 金額 の有無

1 ウツミリサイクルシステムズ株式会社 回収ペットボトルの効率的な分離・選別・再 関連会社 ◎ 内海　正顯 資産 2,201,688,592 所有株式数 － － － 1,543,425,373 － －
生ペット樹脂を１００％使ったシート化、シー 夏目　静 負債 1,614,176,652 １，２００株
トからの成型品（プラスチック）の製造等 村上　弘之 資本金 341,500,000 取得価額 60,000,000
を行っている。 山内　秀行 資本剰余金 85,000,000 貸借対照表計上額 60,000,000

大江　雄治 利益剰余金 161,011,940
澤村　佳宏

営業収入 1,543,425,373
経常利益 146,798,568
当期純利益 114,739,339
当期未処分利益 114,739,339

（注１）　関連会社ウツミリサイクルシステムズ（株）は、５月決算のため平成１６年６月１日から平成１７年１１月３０日の中間決算に基づき作成、
　　　　 その他の特定関連会社、関連会社については平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日の決算に基づき作成しています。
（注２）◎は各団体の代表者を表しています。

（単位：円）
役員の氏名 財務状況 基本財産等の状況 債権債務の明細 左記のうち、

当法人の発注高(当法人における最終職名、順不同、敬称略)

株式会社鉱工業海洋生物利用技術研究セン
ター

海洋バイオテクノロジーに関する研究基盤施
設を整備し、広く内外の研究の共用に供してい
る。

イオン工学に関する研究基盤施設（イオン注
入・蒸着装置、分析・評価装置等）を賃貸し、
新材料・新機能材料の開発に利用出来る総合
的イオン工学研究施設として、産業技術の向
上に寄与している。

超高温材料に関する研究開発施設の賃貸を
行っている。

（単位：円）
左記のうち、

当法人の発注高
役員の氏名 財務状況 基本財産等の状況 債権債務の明細

(当法人における最終職名、順不同、敬称略)



(3) 関連公益法人等の概要

No 法人の名称 業務の概要 当法人 債務保証 事業収入 割合
との関係 項目 金額 項目 金額 科目 金額 の有無

1 特定非営利活動法人環境資源保全研究会 関連公益法人 吉田　孝男 資産 1,601,899 - - - - - 4,730,334 1,778,034 37.6%
菅谷　浩一 負債 0
田栗　和親 正味財産の額 1,601,899
北村　勝也
大島　格 当期収入合計 4,730,347
安冨　常宏 当期支出合計 4,522,906

当期収支差額 207,441

2 次世代の大容量高速半導体のプリント配線基盤 関連公益法人 小川　富太郎 資産 16,083 - - - - - 425,278,713 390,464,000 91.8%
への実装を可能にするSystem in Packageの材 小田　　敢 負債 956,080
料、プロセス及びそれらの相互整合性評価の基 小林　弘明 正味財産の額
技術の開発、また、半導体の実装分野において 宮内　克己
材料、プロセス及び部材をリードする５企業が 村田　明彦 当期収入合計 425,278,713
連携して、さらに大学の基礎技術開発力の協力 石田　英之 当期支出合計 426,118,710
も得てナノテクノロジーを駆使し、各企業の固有 鳥光　振武 当期収支差額 △ 839,997
技術を革新し、相互の結合信頼性を徹底的に 長谷部　浩
検証し、完成度の高い材料、プロセス及び部材
の幅広いSiphへの応用を目指している。

3 超電導発電関連機器・材料技術研究組合 超電導電力応用機器の研究開発を行っている。 関連公益法人 橋本　安雄 松原　宏長 資産 357,346,069 - - - - - 1,005,221,160 934,621,160 93.0%
中ノ森　哲宏 岩田　善輔 負債 333,424,017
立花　慶治 稲田　浩一 正味財産の額 23,922,052
清水　眞男 森　　雄八
深田　智久 安田　健次 当期収入合計 1,005,221,160
小林　俊介 武井  博 当期支出合計 997,832,306
大黒　志郎 福田　秀樹 当期収支差額 7,388,854
川村　邦明

4 関連公益法人 石井 賢吾 金子 尚志 資産 435,359,563 - - - - － 4,584,192,600 4,341,510,600 94.7%
棚橋 祐治 相馬 哲夫 負債 68,030,395
青木 豊 綾部 廣一 正味財産の額 367,329,168
中田 勝敏 丸山 淳一
庄山 悦彦 雨村 博光 当期収入合計 4,709,408,594
黒川 博昭 吉田 高明 当期支出合計 4,725,373,088
北岡 隆 当期収支差額 △ 15,964,494
大澤 弘之

5 太陽光発電技術研究組合 関連公益法人 桑野　幸徳 福江　一郎 資産 291,176,315 - - 未収金 221,878,133 - 480,023,386 329,902,688 68.7%
佐藤　安雄 武田　行弘 負債 291,298,319 未収収益 890,693
太田　賢司 大西　正躬 正味財産の額 △ 122,004
油井　潤 兵頭　洋
中田　博也 当期収入合計 480,042,058
田中　正 当期支出合計 480,100,159
鴨下　友義 当期収支差額 △ 58,101
古池　進

6 技術研究組合フェムト秒テクノロジー研究機構 関連公益法人 野間口　有 藤井　滋 資産 287,888,161 - - - - - 764,923,887 538,544,000 70.4%
吉川　宗史郎 中村　道治 負債 266,742,285
桜井　照夫 灘本　正博 正味財産の額 21,145,876
杉本　晴重 佐瀬　正敬
高橋　直樹 古池　進 当期収入合計 764,923,887
東　実 当期支出合計 741,414,381
矢野　薫 当期収支差額 23,509,506
高橋　秀明

7 財団法人　次世代金属・複合材料研究開発協会 関連公益法人 竹中　恭二 松村　義一 資産 952,762,886 - - 未払金 295,338,196 - 1,117,636,244 446,777,244 40.0%
小高　俊彦 山内　清 負債 712,174,515
溝上　芳史 荻布　真十郎 正味財産の額 240,588,371
浅尾　晴彦 細谷　孝利
安藤　順夫 並木　弘之 当期収入合計 1,309,752,785
梶田　治 橋本　雅方 当期支出合計 1,200,272,658
川田　豊 前沢　諄一 当期収支差額 109,480,127
小林　弘明 中川　幸也
佐藤　雅春 中村　貞行
杉　時夫
須郷　隆

優れた性質を有する革新的な金属・複合材料の
研究開発及びその成果の普及を通じて産業の振
興・発展に寄与することを目的として、次の事業
を行っている。
（１）金属・複合材料の研究開発
（２）金属・複合材料に関する調査
（３）金属・複合材料に関する知識の啓蒙普及
（４）前各号に附帯する事業
（５）その他協会の目的を達成するために必要な
事業
等を行っている。

（単位：円）
左記のうち、

当法人の発注高
役員の氏名 財務状況 基本財産等の状況 債権債務の明細

(当法人における最終職名、順不同、敬称略)
不特定多数の人に対して、持続可能エネルギー
（太陽、水力、風力、地熱、海洋、バイオマス、メ
タンハイドレードなど）の利用に係る技術（含む関
連省エネ技術）の実用化研究開発に関する事
業、及びその技術の普及促進、教育啓発に関す
る事業を行い、環境の保全に寄与することを目
的としている。

組合員の協同によるフェムト秒テクノロジーに関
する試験研究、その他組合員の技術水準の向上
を図るための事業を行っている。

太陽光発電ｼｽﾃﾑ実用化技術確立するため、組
合員各社の研究開発能力を結集して、NEDOの
委託研究を遂行する。また大学・研究所との連
携、海外諸機関との協力を推進し、技術開発に
取り組んでいる。

①資源探査用観測システム及び温室効果気体
観測システムの研究開発
②①に係る調査及び普及啓発
③前記①②のほか、財団の目的を達成するため
に必要な事業を行うことにより、宇宙機器に関す
る技術の進展、資源の安定供給の確保及び地
球温暖化問題の解決を通じて我が国経済の発
展、国際社会への貢献に寄与することを事業目
的としている。

次世代高密度化実装部材基盤技術研究組合

財団法人資源探査用観測ｼｽﾃﾑ研究開発機構



No 法人の名称 業務の概要 当法人 債務保証 事業収入 割合
との関係 項目 金額 項目 金額 科目 金額 の有無

左記のうち、
当法人の発注高

役員の氏名 財務状況 基本財産等の状況 債権債務の明細
(当法人における最終職名、順不同、敬称略)

8 財団法人　金属系材料研究開発センター 関連公益法人 澤田　靖士 馬場　孝三 資産 2,103,636,587 - - 未収金 385,246,664 - 2,497,989,682 1,076,930,920 43.1%
大木　和雄 黒川　通豊 負債 373,254,200
影近　博 吉田　健一 正味財産の額 1,730,382,387
竹内　泉 藤沼　忠志　　　　　塚田　尚史
佐藤　廣士 橋本　忠浩　　　　　稲田　爽一 当期収入合計 2,763,974,650
川瀬　尚男 井上　展夫　　　　　牧　正志 当期支出合計 2,152,920,920
藤井　和秋 横尾　康雄　　　　　井口　泰孝 当期収支差額 87,228,234
中島　聰 河村　繁　　　　　　 浅尾　晴彦
鷹羽　茂文 永田　公二　　　　　綾部　統夫
岸本　耕司 当摩　建　　　　　　 松崎　昭
久村　修三 吉原　正照　　　　　小玉　英世
池田　仁 柘植　綾夫　　　　　小島　彰

9 ガスタービン実用性能向上技術研究組合　 ＮＥＤＯからの委託を受け、 関連公益法人 伊藤 源嗣 資産 149,054,672 - - 未収金 95,425,473 - 358,235,872 210,085,334 58.6%
１．ＭＧＣ部材複雑成形性向上の開発 森迫　勝 負債 143,303,020
２．ＭＧＣ部材信頼性向上の開発 横井 信哉 正味財産の額 5,751,652
３．実環境評価試験 渡辺　康之
等を行っている。 池田 光昭 当期収入合計 358,235,872

千葉　泰久 当期支出合計 360,510,557
辻塚 真佐夫 当期収支差額 △ 2,274,685

10 関連公益法人 小坂　正則 資産 6,694,300 - - - - - 5,933,655 2,543,625 42.9%
穴井　博 負債 967,890
甲斐　美徳 正味財産の額 5,726,410
藤崎　薫
高井　公生 当期収入合計 6,986,545
安東　信二 当期支出合計 6,990,454

当期収支差額 △ 3,909

11 超音速輸送機用推進システム技術研究組合 関連公益法人 伊藤　元嗣 資産 42,517,135 - - 未収金 30,200,133 - 211,286,922 211,286,922 100.0%
井上　邦夫 負債 42,375,605
玉木　貞一 正味財産の額 141,530
吉野　隆
前沢　惇一 当期収入合計 304,831,851
関和　弘 当期支出合計 304,831,851
細谷　孝利 当期収支差額 0

12 財団法人　光産業技術振興協会 関連公益法人 金杉　明信 石原　　聰 資産 2,934,174,557 - - 未収金 1,444,219,425 - 2,433,331,000 1,623,208,000 66.7%
野間口　有 穐田　　宏 負債 2,016,733,877
佐藤　教郎 吹譯　正憲 正味財産の額 917,440,680
灘本　正博 皇　　芳之
秋草　直之 立石　和義 当期収入合計 2,358,999,000
石原　廣司 辻川　　昭 当期支出合計 2,355,539,000
岡村　　正 中村　邦夫 当期収支差額 3,460,000
篠塚　勝正 藤本　勝司
庄山　悦彦 松本　正義

13 財団法人　理工学振興会 （１）研究助成事業：理工学に関する研究の 関連公益法人 田中　郁三 下河邉　明 資産 487,635,708 - - 未払金 100,072,907 - 665,213,307 271,435,178 40.8%
助成及び研究者の養成援助 泉　洋一郎 白土　良一 負債 300,753,619 前受金 33,584,000
（２）大学技術移転事業： 中里　安克 中島　邦雄 正味財産の額 186,882,089
①理工学に関する研究及び調査並びにその 秋鹿　研一 西村　吉雄
斡旋 池上　徹彦 平松　一朗 当期収入合計 697,287,414
②理工学に関する研究成果の普及 小野　嘉夫 石井　昭三 当期支出合計 695,236,233
③特許等の取得並びに提供又は譲渡 小谷　誠 辻井　重男 当期収支差額 2,051,181
④先端技術研究に関する情報の収集及び 清水　勇
提案
（３）共同研究開発事業：理工学に関する研究
等を行っている。

14 　技術研究組合　医療福祉機器研究所 関連公益法人 佐藤　文夫 鎗田　　勝 資産 203,637,589 - - 未収金 113,756,240 - 300,901,663 300,901,633 100.0%
田中　　修 松山　恒和 負債 148,710,513
中村　道治 松村　光雄 正味財産の額 54,927,076
晝馬　日出男 河内　　直
板井　昭子 当期収入合計 498,759,536
稲田　雅巳 当期支出合計 496,401,272
濱田　兼幸 当期収支差額 2,358,264
川村　良久

15 関連公益法人 牛尾　治朗 長澤　紘一 資産 1,374,847,095 - - 未収金 1,337,515,428 - 2,382,902,956 2,285,072,956 95.9%
御手洗　冨士夫 金子　和夫 負債 1,374,526,743
吉田　庄一郎 正味財産の額 320,352
小川　眞佐志
小宮山　邦彦 当期収入合計 2,383,375,410
後藤　秀人 当期支出合計 2,382,289,313
渡辺　裕司 当期収支差額 1,086,097

（１）光産業及び光技術に関する調査研究
（２）標準化の推進
（３）新規事業の創造
（４）国際交流　国際協力
（５）光技術に関する普及及び啓発
（６）前各号に掲げるもののほか、本財団の目的
を達成するために必要な事業を行っている。

組合員の共同による高速輸送機用推進システム
および発電用ガスタービンに関する試験研究、そ
の他組合員の技術水準の向上を図るための事
業を行っている。

医療福祉機器技術の研究開発を行っている。

特定非営利法人　九州・自然エネルギー推進
ネットワーク

自然エネルギーに関する調査研究・発表、普及
啓発事業等を行っている。

金属系材料（金属及び半金属、並びにこれらの
構成要素の一とする材料をいう）の製造及び利
用に関する研究開発を行い、金属系材料に係る
新機能の付与、品質の改善向上、利用の拡大、
製造プロセスの革新等を図ることにより、金属系
材料に関する産業を振興し、もって我が国経済
の発展と国民生活の向上に資することを目的と
している。

技術研究組合　極端紫外線露光システム技術
開発機構

極端紫外線を利用した半導体リソグラフィー用露
光光源および露光システムの研究開発を行って
いる。
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16 マイクロ化学プロセス技術研究組合 関連公益法人 東　　実 遊佐　厚 資産 400,506,416 - - 未収金 317,189,858 - 1,153,779,826 999,285,367 86.6%
今成　真 玉井　亨 負債 399,562,286
岩戸　進 正味財産の額 944,130
大西　敬文
小川　富太郎 当期収入合計 1,153,779,826
川辺　泰嗣 当期支出合計 1,156,696,687
齊藤　莊藏 当期収支差額 △ 2,916,861
寺西　大三郎
竹内　隆
堀場　厚
水口　輝夫
森内　成典

17 財団法人　日本自動車研究所 自動車および関連産業、エネルギー、電機、 関連公益法人 小枝　　至 大聖　泰弘　　　岩田　善輔 資産 14,947,428,825 - - 未収金 912,437,498 - 7,735,723,465 3,060,251,791 39.6%
情報・通信など幅広い関連業界との連携を図り、 名尾　良泰 小野　桂之介　　川口　賢一 負債 2,397,852,856
先導的な研究の推進、低鉱害社の普及を促進 吉本　圭司 河野　通方　　　鈴木　忠男 正味財産の額 12,549,575,969
を図っている。 丹下　正彦 永田　勝也　　　黒田　哲平

小林　敏雄 藤本　隆宏　　　福間　康浩 当期収入合計 10,492,782,372
井田　義則 佐藤　湛彦　　　森田　昭三 当期支出合計 10,487,860,691
津田　　紘 森本　宜久　　　林　　直義 当期収支差額 4,921,681
新宮　威一 清水  眞男　　　杉浦　精一
奥田　　碩 岡田　　 展　　　竹中　恭二
蛇川　忠暉 森下　洋一　　　西　　正昭
宗国　旨英 上田　　敦　　　　　 黒田　道雄
渡辺　一秀 田中　千秋　　　　 吉本　堅一
石丸　典生 大隈　厚啓　　　　 香川　順
岡部　　弘 秋山　　寛　　　　　松井　一成
片岡　善雄 豊田　鐵郎　　　　 高木　利武
久野　勝邦 藤森　秀男　　　　 斑目　廣也
渡　　文明 藤江　一正

18 技術研究組合　超先端電子技術開発機構 関連公益法人 庄山　悦彦 東　実　　　　　　　 富永　紘一 資産 1,871,020,081 - - 未収金 1,807,434,874 - 4,296,400,754 3,375,159,182 78.6%
町田　勝彦 福田　利昭　　　　 嶋村　輝郎 負債 1,860,359,848
宮沢　和男（参事）佐野　勝彦　　　　 佐々木　元 正味財産の額 10,660,233
増原　利明 金子　和夫　　　　 田中　忠彦
矢後　夏之助 菊地　正典　　　　 大月　康正 当期収入合計 4,306,320,264
小野　敏彦 三原　英孝　　　　 眞鍋　研司 当期支出合計 4,298,733,620
古池　進 疋田　純一 当期収支差額 7,586,644

19 ファインセラミックス技術研究組合 ファインセラミックスに関する試験研究等を 関連公益法人 中原　恒雄 衣川　清重 資産 62,509,805 - - 未収金 49,817,136 - 280,114,830 190,086,229 67.9%
行っている。 雨宮　肇 佐藤　充宏 負債 52,672,587

水谷　尚美 西川　美彦 正味財産の額 9,837,218
尾形　仁士 菊島　一郎
吉田　健一 黒坂　俊雄 当期収入合計 280,114,830
松本　忠 向山　健治 当期支出合計 263,866,959
佐藤　廣士 鈴木　一重（理事） 当期収支差額 16,247,871

20 社団法人　アルコール協会 １．情報調査（内外のアルコールの原料、製造 関連公益法人 西尾　直毅 資産 91,864,761 - - 未収金 34,226,516 - 133,472,433 65,626,863 49.2%
技術、利用技術、資料について各種の調査） 新村　明 負債 29,491,666
２．出版広報（アルコールの利用方法等について 小林　博行 正味財産の額 62,373,095
の指導、広報事業／各種テーマについての講演 雨貝　二郎
会、研究会、講習会／協会の調査、研究結果に 山田　正仁 当期収入合計 134,319,880
ついての資料発行） 大桃　博史 当期支出合計 135,410,918
３．技術研究開発（アルコールの製造・利用関連 白井　宏 当期収支差額 △ 1,091,038
技術について調査研究事業を企業、大学等と協 岡﨑　耕三
力して進める。 友井川　義人（アルコール事業本部業務部長）
４．アルコールについての相談（アルコールの 住田　和美
利用法、使用上の注意事項等についての疑問 石井　良昌
への回答／研究開発成果の利用促進への協力） 岡原　直臣（ｱﾙｺｰﾙ事業本部千葉ｱﾙｺｰﾙ工場長）
５．出版物（アルコールハンドブック等の出版）
等の事業を行っている。

超先端電子技術に関する試験・研究等の事業を
行っている。

マイクロ空間を利用して化学反応を行う化学シス
テムの研究開発を実施し、反応・分析・計測の効
率化・高速化、省資源・省エネルギー化により化
学産業だけではなく関連する医療、製薬、バイオ
関連、食品産業などに多大な貢献が出来るマイ
クロ化学プラント技術、及び家庭用診断チップと
して大きなライフサイエンス市場を創出すること
が期待されているマイクロチップ技術を確立する
とともに、この両技術を統合しマイクロ化学プロセ
ス技術を共通基盤化するためマイクロ化学プロ
セス技術の体系化（設計・製作・運転のための理
論・技術体系の構築）を目的としている。
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21 バイオテクノロジー開発技術研究組合 関連公益法人 三好 泰克　 資産 1,073,267,763 - - - - - 2,523,631,288 2,346,459,539 93.0%
負債 1,061,328,496
正味財産の額 11,939,267

当期収入合計 2,523,631,288
当期支出合計 2,395,803,210
当期収支差額 14,798,094

22 財団法人　日本産業技術振興協会 関連公益法人 谷口　一郎 槙原　紘 資産 1,376,735,538 - - 未収金 92,029,278 - 1,002,876,129 348,780,741 34.8%
丹羽　吉夫 吹澤　正徳 負債 1,168,953,306
石丸　公生 相川　賢太郎 正味財産の額 207,782,232
藤原　徹 中村　禎良
松尾　次雄 安西　邦夫 当期収入合計 2,344,249,077
金井　務 三村　明夫 当期支出合計 2,533,814,932
津村　準二 大橋　光夫 当期収支差額 △ 189,565,855
森下　洋一

23 社団法人　ニューガラスフォーラム 関連公益法人 石津　進也 山村　幸治 資産 398,587,573 - - 未収金 284,467,291 - 548,889,798 429,604,972 78.3%
出原　洋三 岡本　毅 負債 195,869,514
森　哲次 寺田　昌章 正味財産の額 202,718,059
山中　衛 相庭　吉郎
上杉　勝之 小川　普永 当期収入合計 548,889,798
石塚　芳三 稲田　浩一 当期支出合計 502,949,000
小園　裕三 黒川　通豊 当期収支差額 9,258,000
星川　政雄 竹田　守
梅崎　邦彦
市原　裕

24 財団法人　化学技術戦略推進機構 関連公益法人 舘　　糾 中島　邦雄　　　　　佐々木　博朗 資産 2,844,562,393 - - 未収金 778,223,612 - 3,080,790,301 2,120,501,074 68.8%
寺西　大三郎 宮入　裕夫　　　　　金原　勲 負債 1,307,373,155
高野　忠夫 田中　正人　　　　　寺町　信哉 正味財産の額 1,537,189,238
並河　良一 安部　明廣　　　　　中澤　裕之

及び評価を行っている。 染宮　昭義 松方　正彦　　　　　蛭田　史郎 当期収入合計 3,186,774,202
小瀬　達男 新井　邦夫　　　　　金子　勇雄 当期支出合計 3,209,088,661
乗本　徹 岡本　佳男　　　　　浅野　応孝 当期収支差額 △ 22,314,459
内ヶ崎　功 御園生　誠　　　　　檜山　爲次郎　
大西　正躬 小沼　和彦　　　　　河内　哲
池上　正 島田　裕司　　　　　大橋　光夫

25 財団法人　新機能素子研究開発協会 関連公益法人 山本　卓眞 太田　賢司 資産 474,946,998 - - 未収金 224,257,501 - 676,265,991 594,372,006 87.9%
庄山　悦彦 斉藤　茂樹 負債 108,212,143
佐々木　元 小枝　　 至 正味財産の額 366,734,855
岡村　    正 松浦　　 剛
池田　徳三 中村　久三 当期収入合計 816,109,082
野間口　有 野澤俊太郎 当期支出合計 1,015,191,632
篠塚　勝正 宮崎　照宣 当期収支差額 △ 199,082,550
中村　邦夫 名西　やすし
深谷　紘一

26 関連公益法人 藤村　正哉 岡田　志郎 資産 3,374,298,591 - - 未収金 538,009,842 - 2,598,278,745 1,569,854,508 60.4%
安藤　勝良（理事）中嶋　太郎 負債 173,234,328
山保　太郎 松浦　正和 正味財産の額 3,201,064,263
池田　隆之 北田　紀芳
米澤　祥一郎 当期収入合計 2,945,303,578
藤崎　勝弘 当期支出合計 2,954,193,788
酒向　徳明 当期収支差額 △ 8,890,210

27 技術研究組合　生物分子工学研究所 関連公益法人 平田　正 今成　真 資産 179,292,193 - - 未収金 39,129,705 - 963,829,980 508,406,175 52.7%
小場瀬　宏之 柳沢　勲 負債 176,255,826
江藤　弘純 森川　耿右 正味財産の額 3,036,367
杉村　征夫 柳　秀典
田中　隆治 滝本　隆幸 当期収入合計 963,829,980
西野　壽一 当期支出合計 959,866,801
鈴木　国明 当期収支差額 3,963,179

ナノテクノロジーを主体としたニューガラスの開
発・啓蒙・普及を目的とし、具体的にはデバイス
用高機能ナノガラス、ディスプレイ用高強度、の
実用化研究をしている。　その他、ガラス組成の
データベース化、各種セミナーの開催、機関誌の
発行などを行っている。

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構、バ
イオ産業情報化コンソーシアム等からの研究事
業の受託を通じて、生物分子の生成、機能、構
造、相互作用等に関する試験研究及びその応用
並びに関連する分野における組合員の技術水準
の向上を図るための事業を行っている。

１．化学技術に関する戦略の研究、企画及び提
言
２．化学技術に関する調査及び研究
３．高分子素材等に関する試験、検査、証明

財団法人　石炭エネルギーセンター

産学官をコーディネイトして、「２１世紀のリーディ
ング・インダストリー＝ＩＴ産業」の基盤技術の研
究開発を推進している。

環太平洋諸国の石炭鉱技術者への研修指導及
び技術協力、国内外の人材育成、調査及び研究
開発等を行っている。

１）受託研究開発事業： 経済産業省(METI)が産
業技術研究開発プログラムに基づいて実施して
いる4プロジェクトについて、NEDOから委託を受
けて研究開発を進めている。
２）自主事業：完全長cDNA構造解析事業で得た
ヒトcDNA塩基配列情報等に基づく研究開発事業
を自主事業として実施する他、付帯事業として情
報利用コンソーシアム事業を実施している。
３）一般試験研究事業： 新しい研究テーマの発掘
と提案のため、関係機関と協力して各種「勉強
会、研究会」を組織し、技術調査等を実施してい
る。当組合の研究成果は随時学会等で発表する
ほか、毎年開催する「バイオテクノロジーシンポジ
ウム」等において広く公開している。その他、各種
のテーマについてセミナー等を開催している。

産業界、独立行政法人産業技術総合研究所（産
総研）、ＮＥＤＯ等と連携して、産業技術に関する
研究成果の普及と技術交流を推進するための事
業を行っている。
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28 財団法人　ファインセラミックスセンター 関連公益法人 瀬谷　博道 岩田　義文　　　　深谷　紘一 資産 10,114,386,885 - - 未収金 944,418,148 - 2,773,855,902 2,059,361,576 74.2%
豊田　章一郎 葛西　敬之　　　　松本　正義 負債 1,506,565,327
因田　義男 加藤　寿生　　　　水越　浩士 正味財産の額 8,607,821,558
金川　重信 金杉　明信　　　　三村　明夫
小原　敏人 川口　文夫　　　　倉橋　鷹輔 当期収入合計 2,979,990,757
佐々木　光男 岸　　輝雄　　　　 鮫島　章男　　　 当期支出合計 2,967,605,866
豊田　芳年 木下　喜揚　　　　清水　義之 当期収支差額 12,384,891
西垣　覚 金城　直司
長谷川　信義 久保　泰男
箕浦　宗吉 栗山　茂
和田　龍吉 香西　昭夫
野嶋　孝 小林　庄一郎
菊島　一郎 佐藤　文夫
平井　敏雄 佐藤　太英
森　雄八 佐波　正一
青木　素直 清水　定彦
赤羽　昇 庄山　悦彦
秋草　直之 種村　榮
浅尾　晴彦 張　富士夫
飯島　澄男 寺本　敏夫
市野　紀生 外村　彰
伊藤　東 名尾　良泰
伊藤　源嗣 平岩　外四
稲盛　和夫 平野　眞一

29 社団法人　バイオ産業情報化コンソーシアム 関連公益法人 平田　正 北里　一郎 資産 2,260,884,158 - - 未収金 1,682,000,501 - 4,971,356,429 4,239,356,963 85.3%
稲森　俊介 五條堀　孝 負債 1,876,824,645 未払金 12,343,481
庄山　悦彦 高久　史麿 正味財産の額 384,059,513
秋草　直之　 渡邊　公綱
正野　寛治 榊　佳之 当期収入合計 5,056,793,237
竹中　登一 森重　和子 当期支出合計 5,046,208,042
片山　登喜男 竹中　浩治 当期収支差額 10,585,195
末岡　宗廣 狩谷　昭男
鳥井　信吾 地崎　 修
矢嶋　英敏 舘　　　糾
田中　登志於 氏家　純一
永山　 治 金杉　明信
平井　克彦 鈴木　浩一

30 次世代半導体材料技術研究組合 ６５mnノードを中心とする次世代半導体のバック 関連公益法人 佐々木　元 堀越　昭則 資産 375,409,687 - - 未収金 307,293,204 - 3,781,303,190 1,719,693,683 45.5%
エンドプロセスの統合的ソリューションを提供 内ケ崎　功 山本　眞也 負債 480,221,868
するため、その基盤となる要素技術、評価技術、 原田　征喜 小林　弘明 正味財産の額 △ 104,812,181
および開発支援ツールの開発を共同で行って 伊達　宏和 新津　豊
いる。 別所　信夫 二宮　保男 当期収入合計 3,781,640,189

中本　雅美 森内　成典 当期支出合計 3,859,731,893
小川　富太郎 筧　允男 当期収支差額 △ 78,091,704
吉田　健 川本　佳史
小峰　孝

31 関連公益法人 北岡　　隆 小島　彰　　 資産 511,168,386 - - 未収金 5,531,421 - 3,616,547,167 3,466,293,566 95.8%
庄山　悦彦 金子　和夫 負債 183,943,587
知久　多喜眞 鷲塚　諫 正味財産の額 327,224,799
細谷　孝利
篠原　昭雄 黒川　博昭 当期収入合計 3,918,934,541
伊藤　源嗣 増田　信行 当期支出合計 3,918,485,210
中田　勝敏 立光　武彦 当期収支差額 449,331
田崎　雅元 金井　宏
岡田　昌之 深谷　紘一

32 財団法人　バイオインダストリー協会 関連公益法人 別府　輝彦 谷　吉樹　　　　葉山　夏樹 資産 2,114,199,968 - - 未収金 715,505,810 - 2,400,455,748 1,695,274,987 70.6%
原田　宏 冨田　房男　　　前田　勝之助 負債 884,793,111
大石　道夫 永井　和夫　　　本田　勝彦 正味財産の額 1,229,406,857
中島　邦雄 西尾　直毅（現・NEDO参事）
吉倉　廣 中岡　靖晶　　　庄山　悦彦 当期収入合計 2,964,070,811
北里　一郎 池田　弘一　　　黒川　博昭 当期支出合計 2,957,904,926
地崎　修 江頭　邦雄　　　幸田　重教 当期収支差額 6,165,885
炭田　精造　 青木　初夫　　　正野　寛治
相澤　益男 後藤　卓也　　　鈴木　忠雄
五十嵐　泰夫 武田　正利　　　遠藤　勲
太田　隆久 茂木　友三郎　　　桜井　靖久
軽部　征夫 平田　正　　　　　　 新名　惇彦
熊谷　英彦 福永　勝　　　　　　 辰馬　章夫
五條堀　孝 高藤　鉄男　　　　　米倉　弘昌
小玉　喜三郎 鳥井　信吾　　　　　加藤　郁之進
小林　猛 池田　守男　　　　　森田　桂
斉藤　紘一 野村　哲也
知識　賢治

バイオ産業の情報化による研究開発のスピード
アップとバイオ分野における新産業の創出を目
的に以下の事業を展開
　・研究開発（国からの委託を受けてバイオテクノ
ロジーの基盤整備と最先端の技術開発を推進）
　・データベース事業（バイオに特化したデータ
ベースの提供）
　・人材育成（バイオと情報に精通した人材を育
成する為の教育普及活動）
　・その他事業（調査･普及･啓蒙活動、ＪＢＩＣサロ
ン運営、国際化活動、標準化活動等）を行ってい
る。

１・研究開発と産業推進
２・産業化のための環境整備
３・国際協力、国際調和の推進
４・情報提供
等の事業を行っている。

(１)ファインセラミックスの製造及び利用に関する
研究開発
(２)ファインセラミックスに関する試験、検査及び
評価の方法の開発
(３)ファインセラミックスに関する試験、検査及び
評価の方法に係る標準化、規格化についての調
査及び研究
(４)ファインセラミックスに関する試験及び検査並
びにその結果の証明及び評価
(５)本財団所有のファインセラミックスに関する試
験機器の使用公開
(６)ファインセラミックスの製造及び利用に関する
技術指導
(７)ファインセラミックスの製造及び利用に関する
講習会及び研修会の開催
(８)ファインセラミックスの製造及び利用に関する
普及及び啓発
(９)ファインセラミックスの製造及び利用に関する
情報の収集及び提供
(10)ファインセラミックスの製造及び利用に関する
国際交流
(11)内外の関係機関、団体との連携及び協調
(12)前各号に掲げるもののほか、財団の目的を
達成するために必要な事業を行っている。

財団法人　無人宇宙実験システム研究開発機
構

１．無人宇宙実験システム機器に関する研究開
発（インテグレーションを含む。）及びその運用管
制システムに関する研究開発
２．無人宇宙実験システム機器及びその運用管
制システムに関する運用
３．無人宇宙実験システムに関する調査研究
４．無人宇宙実験システムに関する普及啓発
５．前各号に掲げるもののほか、財団の目的を達
成するために必要な事業を行っている。



No 法人の名称 業務の概要 当法人 債務保証 事業収入 割合
との関係 項目 金額 項目 金額 科目 金額 の有無

左記のうち、
当法人の発注高

役員の氏名 財務状況 基本財産等の状況 債権債務の明細
(当法人における最終職名、順不同、敬称略)

33 関連公益法人 佐藤　太英 阿部　健 資産 84,095,364 - - - - - 337,251,659 264,107,037 78.3%
岡澤　公夫 齋藤　紀彦 負債 84,006,508
安江　弘雄 末廣　恵雄 正味財産の額 88,856
佐野　研 四宮　幸生
佐藤　湛彦 樋口　隆啓 当期収入合計 337,251,659
立花　慶治 秦野　正司 当期支出合計 337,461,576
清水　眞男 篠原　康男 当期収支差額 △ 209,917
久和　進 菊島　一郎

34 財団法人　石炭利用総合センター 関連公益法人 西村　　正 刑部　修　　　　　　檜山　健一郎　　資産 2,193,534,115 - - 未収金 537,040,943 - 1,285,656,079 604,129,384 47.0%
安藤　勝良（理事）平井　文雄　　　　 汐田　晴是 負債 754,961,543
秦野　正司 澤登　健　　　　　　飯村　修 正味財産の額 1,438,572,572
吉村　佳人 海部　孝治　　　　 長谷川　稔
北　　善次 沼倉　吉彦　　　　 粕川　哲夫 当期収入合計 2,450,615,941
安藤　栄 弘田　精二　　　　 山下　弘文 当期支出合計 2,461,325,265
岡田　志郎 石川　敬之　　　　 末田　修次 当期収支差額 △ 10,709,324
竹下　道夫 中島　浩昭
大下　孝裕 阿久津　幸雄
新藤　益雄 阿部　謙
川田　豊 若園　修

35 財団法人　造水促進センター １．造水技術に関する研究開発 関連公益法人 藤村　宏幸 門脇　秀一      　  橋本　勉 資産 1,843,389,265 - - 未収金 238,386,839 - 708,412,756 356,343,987 50.3%
２．造水に関する調査研究 秋谷　鷹二 佐藤　栄佐久　　  梅田　貞夫 負債 366,136,793
３．造水に関する普及啓発 橋本　昌 都筑　信              田崎　雅元 正味財産の額 1,477,252,472
４．造水に関する内外関係機関等との交流及び 中沖　豊 井戸　敏三　　　　 幡掛　大輔
協力 木村　良樹 藤賀　卓              藤野　宏 当期収入合計 749,730,382
５．前各号に掲げるもののほか、財団の目的を 當銘　直道 渡邉　滋夫　　　　 犬伏　泰夫 当期支出合計 777,398,681
達成するために必要な事業を行っている。 森　一政 宅　 清光　　　　　　 笹倉　敏彦 当期収支差額 △ 27,668,299

蛭田　史郎 土手　重治　　　　　 重藤　毅直
渡  文明 日納　義郎　　　　　 石黒　元
藤　洋作 関   誠夫　　　　　　 元山　登雄
大橋　光夫 田原　龍二　　　　　 西岡　喬
八木　國雄 柴田　稔　　　　　　　藤咲　浩二
三好　孝彦 榊原　定征　　　　　 清野　正士
武井　俊文 久木原　徹
島川　文雄 森本　省治

36 財団法人　国際超電導産業技術研究センター １．調査研究（超電導技術の国内外の動向調 関連公益法人 荒木　浩 副島　廣海　　　　　三村　明夫 資産 3,719,702,133 - - 未収金 2,139,710,743 - 4,022,389,829 3,200,624,687 79.6%
各産業分野への応用可能性調査等） 田中　昭二 中垣　喜彦　　　　　白倉　茂生 負債 1,660,635,133
２．基礎的な研究開発（超伝導工学研究所にお 岡山　紀男 佐藤　太英　　　　　野間口　有 正味財産の額 2,075,453,217
る高温超電導の基礎・理論研究、新材料探索、 西室　泰三 松本　正之　　　　　川口　文夫
革新的加工プロセス、超電導デバイス及びセン 庄山　悦彦 市野　紀生　　　　　中村　邦夫 当期収入合計 4,545,516,756
ターでの超電導電力ネットワーク制御技術研究 秋草　直之 勝俣　恒久　　　　　鈴木　信義 当期支出合計 4,545,195,275
開発） 斉藤　茂樹 幕田　圭一　　　　　山田　健昭 当期収支差額 321,481
３．普及・啓発（シンポジウム、セミナー、研究会 村山　正純 豊田　章一郎
の開催、超電導Web21等の発行による情報の 天沼　周次郎 金杉　明信
収集と提供） 伊藤　源嗣 河内　正夫
４．国際交流（日米欧超電導サミットへの参加、 篠塚　勝正 佐藤　教郎
諸外国からの研究者の受入） 藤　洋作 野嶋　孝
５．標準化（超電導に関する国際並びに国内標 松尾　新吾 辻川　昭
化活動） 大西　淳 石原　廣司
等を行っている。 町田　勝彦 新木　冨士雄

富井　俊夫 近藤　龍夫

石炭利用に関する調査研究、技術開発、モデル
事業の推進の為の業務、情報の収集・提供、技
術相談、研修会・講演会等の開催及び内外関係
機関との交流及び協力を行っている。

溶融炭酸塩型燃料電池発電システム技術研究
組合

１．組合員のために溶融炭酸塩形燃料電池発電
システムに関する研究
２．組合員のために前号の成果を管理
３．に対する技術指導
４．試験研究のための施設の組合員への使用等
を行っている。


