
(１) 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 2,693,992,907 所有株式数 － － － 3,401,630,954 － －

生ペット樹脂を１００％使ったシート化、シー 夏目　静 負債 2,029,037,099 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 238,455,808

澤村　佳宏

営業収入 3,401,630,954

経常利益 169,620,538

当期純利益 60,298,482

（注１）　平成１７年６月１日から平成１８年５月３１日の決算に基づき作成しています。

（注２）  ◎は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)



（２）関連公益法人等の概要
（単位：円）

当法人 債務保証

との関係 項目 金額 項目 金額 科目 金額 の有無
1 マイクロ化学プロセス技術研究組合 関連公益法人 森内　成典 資産 422,731,340 未収入金 342,223,552 583,883,241 525,152,250 89.9%

大西　敬文(化学物質・プロセス技術開発室長） 負債 410,044,155
一瀬　明 正味財産の額 12,687,185
川合　昭房
川上　潤三 当期収入合計 583,883,241
伊藤　勇 当期支出合計 559,052,258
岩崎　幸平 当期収支差額 24,830,983
永島　晃
上野　紀道
山本　昭飛己

2 超高純度金属材料技術研究組合 関連公益法人 増田　信行 石井　國義 資産 747,285,074 未収入金 733,156,461 967,027,219 922,027,219 95.3%
菅原　　彰(主幹研究員） 負債 722,745,055
前川　文章 西﨑　　允 正味財産の額 24,540,019
中村　秋夫 片山　修造
浅野　晴彦 今永隆（地熱開発利用ｾﾝﾀｰ所長）当期収入合計 967,027,219
齊藤　紀彦 当期支出合計 939,982,160
齊藤　莊藏 当期収支差額 27,045,059
佐々木　則夫
岩舘　忠雄
松永　成章

3 財団法人素形材センター 関連公益法人 濃野  滋 川田　豊 斎藤　勝政 資産 2,463,972,926 383,657,957 227,927,700 59.4%
赤木　学 菊池　勇 齋藤　成雄 負債 351,304,391
明石　巌 相良　達一郎 正味財産の額 2,112,668,535
天田　満明 下西　淳
井形　哲三 高橋　新 当期収入合計 529,716,186
岩本　成郎 谷川　正 当期支出合計 520,205,108
上田　勝弘 鳥越　猛 当期収支差額 9,511,078
大西　匡 永田　昌久
大山　忠一 晝田　眞三
岡田　充功 藤根　学
加藤　喜久雄 矢野　武
川上　平八郎 荻布　真十郎

4 社団法人アフリカ開発協会 関連公益法人 小林　興起 松浦　大助 資産 590,497 総額 30,600 22,744,379 9,938,473 43.7%
辻　虔作 鈴木　治 負債 0
池田　甫 安廣　欣記 正味財産の額 590,497
小池　勇 鈴木　勝郎
秋元　司 上田　信博 当期収入合計 22,745,051
田中　秀穂 横山　伸也 当期支出合計 22,495,859
太田　正利 増見　国弘 当期収支差額 249,192
藤山　辰次 山本　信一
林田　博隆 長沼　秀明
吉田　信明

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 126,406,879 未収入金 83,667,558 242,212,338 131,717,719 54.4%
兵頭　洋 渡邉　廣行 負債 126,463,819 未収収益 628,221
高橋　里美 武田　行弘 正味財産の額 △ 56,940
前田　辰巳
富田　孝司 当期収入合計 242,300,760
油井　潤 当期支出合計 242,235,888
松村　幾敏 当期収支差額 64,872
稲垣　佳夫
坂本　雅昭
宮田　健章
鴨下　友義

6 特定非営利活動法人幹細胞創薬研究所 関連公益法人 横山　周史 資産 138,975,738 未収入金 110,942,870 262,814,949 256,335,832 97.5%
天貝　裕也 負債 135,816,097
饗庭　一博 正味財産の額 3,159,641
鈴木　豊
中辻　憲夫 当期収入合計 262,814,949
沼部　英樹 当期支出合計 259,655,308

当期収支差額 3,159,641

7 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 63,220,157 未収入金 11,498,550 136,137,989 46,414,951 34.1%
井上　邦夫 負債 58,636,514 未収入金 12,099,150
渡辺　康之 正味財産の額 4,583,643 未収入金 9,970,122
吉野　隆
戸田　信雄 当期収入合計 136,137,989
関　和弘 当期支出合計 134,552,440
細谷　孝利(企画部長） 当期収支差額 1,585,549

8 技術研究組合医療福祉機器研究所 関連公益法人 矢嶋　英敏 資産 264,853,151 未収入金 22,490,770 489,421,411 471,308,441 96.3%
田中　修 負債 221,714,484 未収入金 47,374,098
桂田　昌生 正味財産の額 43,138,667 未収入金 157,369,920
知久　一雄
寺田　昌章 当期収入合計 563,640,706
川上　潤三 当期支出合計 557,423,942
晝馬　日出男 当期収支差額 6,216,764
鎗田　勝

割合
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)
事業収入

1）アフリカ諸国との経済交流促進に資す
る活動
2）アフリカ諸国との交流強化に資する調
査研究
3）アフリカ諸国に関する資料整備

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、新エネルギー・産業技術総合開発機構
（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、技術開発に取り組む。

素形材に関する技術の試験研究その他わが
国素形材産業の振興に関する共通施策の推
進

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う。

医療福祉機器技術の研究開発

No 法人の名称 業務の概要

組合員の協同によるマイクロ化学プロセス
技術に関する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う。

・創薬に関する調査研究・情報提供事業
・製薬企業・研究機関等への創薬研究の支
援に関する事業

組合員の協同による超高純度金属材利用の
低コスト・量産化ならびに発電設備などへ
の適用性評価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
う。



当法人 債務保証

との関係 項目 金額 項目 金額 科目 金額 の有無
割合

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)
事業収入No 法人の名称 業務の概要

9 財団法人エネルギー総合工学研究所 関連公益法人 秋山  守 佐村　秀夫 山浦　紘一 資産 1,470,908,166 総額 505,760,000 未収入金 64,200,050 1,169,201,985 464,296,986 39.7%
並木  徹 鈴木  胖 浦谷　良美 負債 507,392,200 未収入金 8,998,500
山田　英司 関根　泰次 目黒　芳紀 正味財産の額 963,515,966 未収入金 7,980,000
佐藤　憲一 髙橋　晴樹 未収入金 6,799,800
高倉  毅 内藤　正久 当期収入合計 1,176,775,066 未収入金 7,499,100
松井  一秋 名尾　良泰 当期支出合計 1,252,669,241 未収入金 19,926,900
浅野　晴彦 早瀨　佑一 当期収支差額 △ 75,894,175 未収入金 76,731,350
市川　祐三 早野　敏美 未収入金 3,745,200
太田　健一郎 桝本　晃章 未収入金 29,827,221
岡  芳明 班目　春樹 未収入金 20,277,114
小鷲　茂 森本　浩志

10 関連公益法人 石井　賢吾 沖野英明（医療福祉機器ｾﾝﾀｰ長）資産 1,608,249,453 402,218,938 183,954,798 45.7%
棚橋　祐治 綾部　廣一 負債 300,387,837
青木　豊 丸山　淳一 正味財産の額 1,307,861,616
中田　勝敏 本村　夏彦
古川　一夫 吉田　高明 当期収入合計 1,600,325,539
黒川　博昭 当期支出合計 1,569,504,467
北岡　隆 当期収支差額 30,821,072
川崎　雅弘
佐藤　文夫
小川　洋史
浅井　達朗
前沢　淳一

11 ファインセラミックス技術研究組合 関連公益法人 水谷　尚美 向阪　保雄 資産 222,497,720 未収入金 213,538,245 405,310,760 384,021,750 94.7%
内村　理史（企画部長代理） 負債 216,555,753
新田　明人 柴垣　信二 正味財産の額 5,941,967
南部　信次 白谷　晴男
梅村　幸治 当期収入合計 383,735,000
阪井　博明 当期支出合計 404,024,382
山田　哲正 当期収支差額 △20,289,382
菊島　一郎

12 財団法人新エネルギー財団 関連公益法人 秋山　收 三村　明夫 古川　実 資産 7,797,983,260 総額 1,332,100,000 9,474,476,652 8,003,673,636 84.5%
岡村　正 戸崎　泰之 森　郁夫 負債 5,384,029,712
松尾　新吾 寒河井　正 伊藤　晴夫 正味財産の額 2,413,953,548
飯塚　和憲 平島　治 永原　功
菊岡栄次（環境技術開発室長） 近藤　龍夫 当期収入合計 10,157,050,890
山田　明彦 山下　隆 大坪　文雄 当期支出合計 10,123,282,112
若林俊一郎（石炭技術開発室主任検査員） 当期収支差額 33,768,778
伊藤　源嗣 三田　敏雄 元山　登雄
島川　文雄 中垣　喜彦 西岡　喬
芝野　博文 鳥原　光憲 野間口　有
脇村　典夫 勝俣　恒久 西川　章
梅田　貞夫 西脇　芳文 片岡　啓治
大橋　忠晴 高橋　宏明 永田　哲朗
森　詳介 吉川　廣和 武藤　正光
川村　誠 池原　年昭 大西　敬三
関根　宏一 瀧本　正民 山田　英司
犬伏　泰夫 福島　孝一
野中　ともよ 矢野　薫
馬田　一 後藤　浩一
常盤　百樹 新名　順一
町田　勝彦 庄山　悦彦

13 関連公益法人 牛尾　治朗 金子　和夫 資産 1,970,784,321 未収入金 1,925,477,785 3,079,279,000 3,059,583,450 99.4%
御手洗　冨士夫 負債 1,970,072,215
苅谷　道朗 正味財産の額 712,106
小川　眞佐志
小宮山　邦彦 当期収入合計 3,080,305,261
渡辺　裕司 当期支出合計 3,079,447,869
佐藤　哮一郎 当期収支差額 857,392
小野　敏彦

14 関連公益法人 寺田　弘 吉村　寛志 資産 2,140,086 5,165,727 4,499,607 87.1%
高橋　幸則 宗廣　吉郎 負債 295,216
河内　千恵 山口　高俊 正味財産の額 1,844,870
上田　和男
杣　源一郎 当期収入合計 12,484,416
辻　貴博 当期支出合計 11,001,546
永井　史郎 当期収支差額 1,482,870
山崎　静
酒井　義雄
近藤　康得
齊藤　保

15 福井県消雪設計協同組合 関連公益法人 岩崎　新 資産 9,770,573 総額 1,400,000 11,926,339 9,248,864 77.5%
杉田　宗雄 負債 10,077,500
冨田　行雄 正味財産の額 △ 306,927
梅井　啓介
小林　忠治 当期収入合計 12,026,748

当期支出合計 12,045,286
当期収支差額 △ 18,538

技術研究組合極端紫外線露光システム技術
開発機構

特定非営利活動法人環瀬戸内自然免疫ネッ
トワーク

消雪工事に関する設計指導業務の共同受注
ノズル・ポンプ・感知センサー等の共同購
入
消雪設計の研究開発

(1)新エネルギーの開発・利用に関する調査・
研究
(2)新エネルギーの開発・利用に関する情報の
収集・提供
(3)新エネルギーの開発・利用に関するシンポ
ジウム、セミナー等の開催
(4)新エネルギーの開発・利用に関する関係機
関等への建議・意見具申
(5)新エネルギーの開発・利用に関する内外関
係機関等との交流及び協力
(6)新エネルギーの開発・実用化に関する試
験・実証調査
(7)新エネルギーの開発・利用に関する指導・
協力及び技術の普及・向上
(8)新エネルギーの開発・利用に関する広報・
啓発
(9)新エネルギーの開発・利用の促進を図るた
めの利子補給等の資金助成
(10)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

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

(1) 特定非営利活動に係る事業
　①自然免疫賦活技術研究会の実施・
　　管理・運営事業
　②自然免疫賦活技術の調査・研究及び
　　普及・啓蒙事業
　③自然免疫賦活技術に係る産官学相互の
　　技術移転支援事業
(2) その他の事業
　①自然免疫賦活物質含有製品の販売事業

資源探査用観測システム・温室効果気体観
測システム及び宇宙環境の利用（微少重力
等宇宙環境の物理的特性を利用し、宇宙に
おける試験研究・物品の製造等を行うこと
をいう。以下同じ。）に関する研究開発、
調査及び普及啓発等を行うことにより、宇
宙機器に関する技術の進展、資源の安定供
給の確保、地球温暖化問題の解決及び産業
による宇宙環境の利用の促進を図り、もっ
て我が国経済の発展、科学技術水準の向上
及び国際社会への貢献に寄与する。

ファインセラミックスに関する試験研究等

エネルギーの開発、供給、利用等に関する
科学技術上における多数部門の総合的研究
及びその成果の普及

財団法人資源探査用観測システム・宇宙環
境利用研究開発機構



当法人 債務保証

との関係 項目 金額 項目 金額 科目 金額 の有無
割合

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)
事業収入No 法人の名称 業務の概要

16 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 982,409,355 総額 56,565,616 未収事業費 288,910,945 2,906,609,844 1,920,982,855 66.1%
服部 薫（産業技術研究開発部長代理） 負債 925,843,739 未収事業費 97,596,500

正味財産の額 56,565,616 未収事業費 199,791,105
未収事業費 339,991,787

当期収入合計 2,775,609,456
当期支出合計 2,772,958,981
当期収支差額 2,650,475

17 財団法人 新産業創造研究機構 関連公益法人 田﨑　雅元 川下　安司 三宅　貴久 資産 828,321,411 総額 200,000,000 未収金 63,773,807 768,855,244 256,821,549 33.4%
齋藤　富雄 木村　邦夫 森下  洋一 負債 42,957,817 未収金 15,228,918
鵜崎　　功 黒川　博昭 川口　悟 正味財産の額 785,363,594 未収金 3,695,000
吉川  弘之 佐々木　元 中西　均 未収金 5,504,183
松井  繁朋 芝野　博文 当期収入合計 1,055,709,966
荒田  吉明 高﨑　正弘 当期支出合計 1,020,263,184
石川  孝司 馬田　一 当期収支差額 35,446,782
請川　孝治 藤　洋作
内山　安政 松田  治和
岡田　奈良夫 松本　正義
小川　大介 水越　浩士
勝山　憲夫 南　一郎

18 技術研究組合ｴﾌｴﾌｴｰｼﾞｰﾃﾞｨｰﾃﾞｨｰｴｽ研究機構 関連公益法人 柴田　徳思 資産 292,109,926 売掛金(未収入金) 117,629,435 793,192,569 793,192,569 100.0%
中原　東郎 負債 292,546,436 仮払金(前渡金) 169,646,800
長崎　正裕 正味財産の額 △ 436,510
西野　勲
菊山　裕久 当期収入合計 793,223,111
野村　英雄 当期支出合計 793,497,425
齋藤　莊藏 当期収支差額 △ 274,314
新谷　誠
佐藤　秀一
一針　源一郎

19 財団法人理工学振興会 関連公益法人 田中　郁三 石井　昭三 資産 443,318,688 総額 89,080,000 未収金 56,299,518 727,964,120 286,053,528 39.3%
秋鹿　研一 辻井　重男 負債 253,660,272 未収金 6,093,090
泉　洋一郎 正味財産の額 189,658,416 前受金 8,638,000
石井　仁
池上　徹彦 当期収入合計 740,252,489
大倉　一郎 当期支出合計 732,399,010
小野　嘉夫 当期収支差額 7,853,479
小谷　誠
清水　勇
下河邉　明
白　　良一
中島　邦雄
平松　一朗

20 社団法人アルコール協会 関連公益法人 新村　明 山﨑　一憲 資産 79,138,006 81,231,056 30,478,350 37.5%
西尾　直毅（アルコール事業本部長） 負債 24,893,892
蓑田　豊一 正味財産の額 54,244,114
雨貝　二郎
山田　正仁 当期収入合計 89,489,589
大桃　博史 当期支出合計 91,187,154
住田　和美 当期収支差額 △ 1,697,565
灘井　賢吾
村上　豪
湯地　友憲
小幡　柾夫

21 技術研究組合超先端電子技術開発機構 関連公益法人 西田　厚聰 太田　賢司 資産 2,444,043,347 未収入金 1,888,345 3,562,884,100 3,030,012,300 85.0%
佐々木　元 眞鍋　研司 負債 2,428,715,700 未収入金 33,581,922
稲垣　謙三 久保寺　正男 正味財産の額 15,327,647 未収入金 922,673,350
増原　利明 小笠原　一晃 未収入金 1,390,985,400
丸山　利雄 菊池　正典 当期収入合計 3,575,569,973 未収入金 14,997,150
小野　敏彦 当期支出合計 3,572,302,664
川上　潤三 当期収支差額 3,267,309
古池　進
杉本　晴重
疋田　純一
田端　輝夫
大月　康正

22 社団法人日本非鉄金属鋳物協会 関連公益法人 明石　巖 資産 67,069,837 総額 67,069,837 49,697,973 19,212,866 38.7%
中島　基善 負債 61,219,430 　
廣瀬　奛 正味財産の額 5,850,407
牧野　典昭
萩野　茂雄 当期収入合計 135,697,973
宮本　健一 当期支出合計 110,584,907

当期収支差額 25,113,066

（１）新産業の創造につながる新技術等の
研究
（２）中小企業、起業家等に対する技術移
転、研修等の実施
（３）その他前条の目的を達成するために
必要な事業

バイオテクノロジーに関する技術開発及び
調査。

　NEDO17年度「健康安心プログラム」の事
業委託を受け、「次世代DDS型悪性腫瘍治
療システムの研究開発」を行う。
　本事業において、臨床的に実用的な熱･
熱外中性子源としての病院内設置が可能な
加速器を開発し、あわせて治療効率を高め
るための新しいホウ素キャリアとしての
DDS製剤の開発、および中性子捕捉現象を
利用した抗ガン剤のコントロールリリース
の技術を開発し、正常組織への損傷を極力
抑えたガン細胞選択的な効率の良い悪性腫
瘍治療システムを開発する

アルコールの低廉かつ安定的な供給に寄与
するとともにアルコール事業の健全な発展
を図るため、アルコール及びこれに関連す
る分野に係る調査及び研究、情報の収集及
び提供、啓蒙普及、研究会等の開催などを
行う。

非鉄金属鋳物に関する生産、流通等及び技
術の調査研究、規格の立案及び標準化の推
進、情報の収集及び提供等および関連産業
の振興。

（１）研究助成事業：
　　　理工学に関する研究の助成及び
　　　研究者の養成援助
（２）大学技術移転事業：
　　　①理工学に関する研究及び調査
　　　　並びにその斡旋
　　　②理工学に関する研究成果の普及
　　　③特許等の取得並びに提供又は譲渡
　　　④先端技術研究に関する情報の収集
　　　　及び提供
（３）共同研究開発事業：
　　　理工学に関する研究

超先端電子技術に関する試験・研究等の事
業
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23 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 平井　克彦　 田島　秀二　 資産 1,489,026,708 総額 20,000,000 未収事業費 23,354,933 5,001,564,584 4,698,948,129 93.9%
稲森　俊介　 矢野　薫　 負債 1,209,497,490 未収事業費 795,061,224
庄山　悦彦　 増田　潤逸　 正味財産の額 279,529,218 未収事業費 361,439,250
正野　寛治　 佐藤　尚忠　 未収事業費 7,410,325
黒川　博昭　 五條堀　孝 当期収入合計 5,089,513,046 未収事業費 9,999,150
青木　初夫　 高久　史麿　 当期支出合計 5,073,196,474 未収事業費 3,765,266
成田　公明(総務部長) 当期収支差額 16,316,572
後呂　光義　 渡邊　公綱　
鳥井　信吾　 榊　佳之　
服部　重彦　 宮嶌　和男　
森田　清　 地崎　 修　
武田　國男　 下田　智久　
葉山　夏樹　 岩元　睦夫　
永山　治　 氏家　純一　

24 関連公益法人 佃　和夫 中川　幸也 資産 401,820,538 総額 71,750,000 未収金 160,091,254 1,285,771,168 429,958,200 33.4%
小高　俊彦 橋本　雅方 負債 169,417,182 未収金 19,494,300
溝上　芳史 松尾　則久 正味財産の額 232,403,356 未収金 14,499,450
稲垣　佳夫 松村　義一 未収金 14,999,250
今泉　伸夫 元山　近思 当期収入合計 1,419,824,319
大久保　誠一 山本　隆 当期支出合計 1,425,530,392
梶田　治 荻布　真十郎 当期収支差額 △ 5,706,073
川田　豊 細谷　孝利(企画部長)
佐藤　雅春
竹尾　昭
床鍋　秀夫

25 財団法人化学技術戦略推進機構 関連公益法人 古森　重隆 中澤　裕之 西村　章 資産 2,713,073,515 総額 1,500,000 未収金 106,025,462 2,268,791,080 1,229,389,331 54.2%
齋藤　紘一 中島　邦雄 冨澤　龍一 負債 1,007,281,722 未収金 169,473,671
宗内　誠人（ｸﾘｰﾝｺｰﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ所長） 正味財産の額 1,705,791,793 未収金 287,261,900
染宮　昭義 宮入　裕夫 米倉　弘昌 未収金 89,240,967
乗本　徹 田中　正人 金子　勇雄 当期収入合計 2,349,114,810 未収金 3,999,450
河内　哲 岡本　佳男 河野　満男 当期支出合計 2,350,242,045
森内　成典 松方　正彦 高橋　孝志 当期収支差額 △ 1,127,235
今成　真 三浦　孝一
大西　優 西出　宏之
中江　清彦 藤嶋　昭
金原　勲 小沼　和彦
寺町　信哉 島田　裕司

26 有限責任中間法人うなかみ市民風力発電 関連公益法人 宮内　祥恭 資産 182,113,105 総額 3,000,000 175,577,942 157,652,878 89.8%
阿部　伸一朗 負債 197,488,251
吉川　祐樹 正味財産の額 △ 15,375,146
小林　松之助
加藤　秀生 当期収入合計 177,044,001

当期支出合計 192,355,190
当期収支差額 △ 15,311,189

27 特定非営利法人日本オゾン協会 関連公益法人 津野　洋 伊藤　泰郎 高原　博文 資産 27,670,201 未収入金 7,954,000 30,241,303 11,954,000 39.5%
山部　長兵衛 安居　栄藏 負債 11,350,703
鴻野　卓 高橋　信行 正味財産の額 16,319,498
加藤　高敏 滝田　敦
宗宮　功 門脇　秀一 当期収入合計 31,186,021
宮﨑　徹 新井　利孝 当期支出合計 28,516,185
中室　克彦 飯澤　不二雄 当期収支差額 2,669,836
安井　清 向井　藤利
茂庭　竹生 堤　行彦
近藤　泰正 中山　繁樹
杉光　英俊 今井　弘之
加藤　仁 後藤　藤太郎

28 社団法人ニューガラスフォーラム 関連公益法人 藤本　勝司 稲田　浩一 資産 395,806,755 428,580,132 301,826,453 70.4%
森　哲次 中野　耕作 負債 189,365,316
山中　衛 上野山　雄 正味財産の額 206,441,439
石津　進也 山村　幸治
上杉　勝之（総務部長） 当期収入合計 428,713,142
石塚　芳三 岡本　毅 当期支出合計 424,265,545
青野　泰久 寺田　昌章 当期収支差額 4,447,597
京藤　倫久
堤　憲太郎
相庭　吉郎
市原　裕
小川　晋永

29 財団法人光産業技術振興協会 関連公益法人 野間口　有 庄山　悦彦 資産 3,857,395,758 総額 100,000,000 4,757,082,000 3,937,237,200 82.8%
秋草　直之 西田　厚聰 負債 2,877,297,159
松本　正義 藤本　勝司 正味財産の額 980,098,599
伊藤　隆一（理事）
石原　廣司 矢野　薫 当期収入合計 4,677,699,756
大坪　文雄 阿部　俊明(水素ｴﾈﾙｷﾞｰ室長) 当期支出合計 4,605,397,189
大橋　一彦 小笠原　一晃 当期収支差額 72,302,567
岡田　忠信 渡邊　茂
鎌原　正直
篠塚　勝正

風力発電の建設及び保守・管理・運転業務

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

（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

(1)ニューガラスに関するセミナー、
　 研究会の実施
(2)機関誌の発行
(3)各種研究開発プロジェクト
(4)国際ガラス組成－物性データベース
　 事業

*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、ＪＢ
ＩＣサロン運営、国際化活動、標準化活動
等）

オゾンに関する年次研究講演会の開催、オ
ゾン技術に関する講習会見学会の開催、オ
ゾンの安全に関する講習会、機関紙オゾン
ニュースの発行、国際オゾン協会との連携
、Ozone News,
Ozone Science&Engineeringの配布、刊行
物の発行。

財団法人次世代金属・複合材料研究開発協
会

1.化学技術に関する戦略の研究、企画
　および提言
2.化学技術に関する調査および研究
3.高分子素材等に関する試験、検査、証明
　および評価
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30 有限責任中間法人日本産業ガス協会 関連公益法人 田口　博 増田　　弘 資産 72,109,424 総額 6,376,219 未収入金 36,538,593 124,020,513 108,887,113 87.8%
豊田　昌洋 福島　伯太彦 負債 65,733,205
下畑　豊文 正味財産の額 6,376,219
牧野　明次
小池　康雄 当期収入合計 397,379,741
山本　宰 当期支出合計 394,632,229
逸見　誠 当期収支差額 2,747,512
増渕　憲夫
櫻井　琢平
阿部　已喜雄
三菅　雅彦
梅木　正和

31 財団法人金属系材料研究開発センター 関連公益法人 二村　文友 塚田　尚史 永田　公二 資産 2,121,422,926 総額 639,000,000 未収入金 395,207,861 1,003,227,432 845,728,603 84.3%
佐藤　廣士 長田　邦明 小林　保夫 負債 588,055,149 未収入金 4,132,945
小紫　正樹 浅尾　晴彦 西辻　孝三 正味財産の額 1,533,367,777 未収入金 5,566,373
関田　貴司 大藤　俊洋 名山　理介 未収入金 21,492,762
飯村　修 馬場　孝三 綾部　統夫 当期収入合計 1,288,549,476 未収入金 116,570,812
内田　幸夫 中野　耕作 松崎　昭 当期支出合計 1,278,511,069 未収入金 5,207,456
藤井　和秋 木村　壽秀 木村　勝高 当期収支差額 10,038,407 未収入金 78,026
西村　修 髙井　拓眞 井口　泰孝
楓　博 塚本　建次 小島　彰
岸本　耕司 汐田　晴是 市橋　健
久村　修三 横尾　康雄 川嶋　温
池田　仁 加藤　彰

32 財団法人マイクロマシンセンター 関連公益法人 野間口　有 田井　一郎 広瀬　明洋 資産 1,484,090,674 総額 718,000,000 未収入金 9,611,978 345,354,569 183,248,004 53.1%
青柳　桂一（理事） 宮原　範男 負債 105,995,952 未収入金 999,600
山川　洋幸 山本　敏郎 永島　晃 正味財産の額 1,378,094,722 未収入金 41,819,881
北　明夫 飯倉　督夫 大山　尚武 未収入金 3,103,706
今仲　行一 福本　英士 瀬戸屋　英雄 当期収入合計 358,416,403 未収入金 2,994,600
唐木　幸一 稲葉　善治 当期支出合計 365,567,251 未収入金 8,336,998
津田　信哉 山内　良三 当期収支差額 △ 7,150,848 未収入金 66,866,763
三宅　智久 原嶋　孝一
木村　壽秀 野村　淳二
平田　喜信 近藤　純生
久保田　重夫 久間　和生
小川　王幸 吉田　秀昭

33 財団法人新機能素子研究開発協会 関連公益法人 佐々木　元 中村　久三 資産 580,240,916 総額 52,000,000 未収入金 341,513,358 1,020,099,088 1,010,485,761 99.1%
庄山　悦彦 松波　弘之 負債 119,043,161
岡村　正 宮崎　照宣 正味財産の額 461,197,755
入野　睦則 名西　やすし
下村　節宏 千葉　徹 当期収入合計 1,153,874,687
秋草　直之 斉藤　茂樹 当期支出合計 1,096,794,517
篠塚　勝正 当期収支差額 57,080,170
古池　進
深谷　紘一
小枝　至
松浦　剛

34 関連公益法人 北岡　隆 増田　信行 資産 1,310,721,684 総額 100,000,000 未収入金 341,900 4,782,334,890 3,173,527,570 66.4%
中田　勝敏 栗原　昇 負債 842,794,716 未収入金 1,670,100
知久多　喜眞 金井　宏 正味財産の額 467,926,968 未収入金 545,785
細谷　孝利（企画部長） 未収入金 739,882
浅井　達朗 小笠原　一晃 当期収入合計 5,136,573,161
伊藤　源嗣 小島　彰　　 当期支出合計 5,135,864,726
大橋　忠晴 当期収支差額 708,435
岡田　昌之
千葉　徹
深谷　紘一
古川　一夫
黒川　博昭

35 財団法人石炭エネルギーセンター 関連公益法人 中垣　喜彦 中川　幸雄 資産 5,795,044,459 総額 658,691,000 未収金 1,012,991,367 3,969,706,250 2,198,987,982 55.4%
勝木　恒男 飯島　彰己 負債 160,607,930
寺崎　正俊 米澤　祥一郎 正味財産の額 5,634,436,529
安藤　勝良(理事）
吉村　佳人 福江　一郎 当期収入合計 4,508,233,908
深田　英則 衣川　潤 当期支出合計 4,500,089,025
沖田　誠治 安藤　栄 当期収支差額 8,144,883
関田　貴司 坂田　康二
嶋　宏
池田　隆之
沼倉　吉彦
千葉　正毅

36 東大阪宇宙開発協同組合 関連公益法人 竹内　修 資産 19,054,537 総額 1,729,881 8,587,900 8,128,900 94.7%
棚橋　秀行 負債 15,269,710
今村　博昭 正味財産の額 3,784,827
杦本　日出夫
鹿島　修珠 当期収入合計 14,875,900

当期支出合計 14,665,000
当期収支差額 210,900

人工衛星の研究・開発・製造。

マイクロマシン（ＭＥＭＳなどの微小マシ
ン/システム）技術に関する調査・研究事
業、情報の収集・提供事業、内外関係機関
等との交流事業の推進を行っている。

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する。

金属系材料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
材料に関連する産業を振興し、もって我が
国経済の発展と国民生活の向上に資する。

産業ガスの製造等を業とする会社を会員と
し、自主保安及び安全、環境保護技術の確
立と普及並びに法令遵守と国際整合化、規
制改革の推進等産業ガス業界の健全な発展
と社会貢献を目的とする。

石炭に関する技術開発、技術の普及・移
転、人材の育成、調査研究及び事業化の支
援を行うことにより、国際的な石炭供給の
増大、及び地球環境に調和する石炭利用の
推進を図り、もって我が国におけるエネル
ギーの安定確保及び産業経済の健全な発展
に寄与する。

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、本財団の
目的を達成するために必要な事業



当法人 債務保証
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37 財団法人バイオインダストリー協会 関連公益法人 原田　宏 曽良　達生 鳥井　信吾 資産 2,040,248,966 総額 310,437,680 未収金 48,258,732 1,694,568,451 1,378,122,001 81.3%
大石　道夫 辰馬　章夫 前田　新造 負債 777,372,999 未収金 3,613,211
中島　邦雄 谷吉　樹 野村　哲也 正味財産の額 1,262,875,967 未収金 8,132,674
吉倉　廣 冨澤　龍一 米倉　弘昌 未収金 78,262,039
清水　昌 冨田　房男 高藤　鉄雄 当期収入合計 2,679,339,155 未収金 12,441,579
北里　一郎 永井　和夫 加藤　郁之進 当期支出合計 2,667,504,804 未収金 418,565,527
地崎　修 松永　是 長谷川　閑史 当期収支差額 11,834,351
伊藤　芳弘 御園生　誠 葉山　夏樹
五十嵐　泰夫 大江　啓 前田　勝之助
梅田　誠 荻田　伍 本田　勝彦
大島　美恵子 山口　範雄 庄山　悦彦
軽部　征夫 青木　初夫 黒川　博昭
熊谷　英彦 尾﨑　元規 小林　喜光
五條堀　孝 武田　正利 岡部　有治
小林　猛 知識　賢治 遠藤　勲
桜井　靖久 平田　正 茂木　友三郎
新名　惇彦 福永　勝

38 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 佐々木　光男 資産 9,754,837,415 総額 3,467,773,344 未収金 128,998,735 1,709,789,570 864,630,370 50.6%
豊田　章一郎 佐々　和夫 負債 766,231,695 未収金 6,735,610
稲垣　隆司 佐藤　文夫 正味財産の額 8,988,605,720 未収金 194,924,830
因田　義男 猿渡　要司 未収金 38,932,166
金川　重信 清水　定彦 当期収入合計 2,545,205,496 未収金 2,310,000
川口　文夫 庄山　悦彦 当期支出合計 2,594,764,138 未収金 8,048,250
柴田　昌治 白　　良一 当期収支差額 △ 49,558,642 未収金 11,991,000
豊田　芳年 高橋　陽一 未収金 9,240,000
中村　芳夫 寺本　敏夫 未収金 2,348,600
箕浦　宗吉 馬田　一 未払金 31,427,983
野嶋　孝 平岩　外四 　 　
菊島　一郎 平野　眞一 　 　
種村　榮 平野　洋
森　雄八 深谷　紘一
栗山　茂 松本　正義
青木　素直 三田　敏雄
赤羽　昇 渡辺　捷昭
浅尾　晴彦 内村　理史
伊藤　東 倉橋　鷹輔
伊藤　源嗣
稲盛　和夫
岩田　義文
葛西　敬之
木下　喜揚
金城　直司
小林　庄一郎

39 財団法人国際超電導産業技術研究センター 関連公益法人 荒木　浩 常磐　百樹 豊田　章一郎 資産 4,169,482,664 総額 184,000,000 未収金 3,253,596,185 5,037,046,498 4,399,620,797 87.3%
田中　昭二 町田　勝彦 矢野　薫 負債 2,044,183,782 未収金 7,032
松本　正義 島津　正明 市川　晴久 正味財産の額 2,125,298,882
岡村　正 三村　明夫 佐藤　教郎
庄山　悦彦 山下　隆 野嶋　孝 当期収入合計 5,048,008,479
秋草　直之 三田　敏雄 大橋　一彦 当期支出合計 4,905,877,585
斉藤　茂樹 秋田　雄志 石原　廣司 当期収支差額 142,130,894
村山　正純 中垣　喜彦 永原　功
天沼　周次郎 白　　良一 近藤　龍夫
伊藤　源嗣 松本　正之 下村　節宏
篠塚　勝正 島原　光憲 鈴木　信義
森　詳介 勝俣　恒久 山田　健昭
松尾　新吾 高橋　宏明

40 財団法人情報処理相互運用技術協会 関連公益法人 野間口 　有 角田　周一（企画部長） 資産 624,568,515 195,499,147 98,661,150 50.5%
若松　茂三（アルコール事業本部　総務部長） 負債 173,585,495
足立　國功 橋爪　邦隆 正味財産の額 450,983,020
河村　進介 吹譯　正憲（総務部長）
川村　敏郎 前田　裕 当期収入合計 255,595,575
近藤　隆彦 山地　克郎 当期支出合計 247,482,650
篠本　学 島　弘志 当期収支差額 8,112,925
棚倉　由行 三平　圭裕
千葉　徹
津賀　一宏

41 財団法人レーザー技術総合研究所 齊藤　紀彦 武黒　一郎 資産 420,778,338 総額 250,022,260 216,732,116 98,435,400 45.4%
山中　千代衛 田中　孝明 負債 83,057,116
稲崎　登 千葉　徹 正味財産の額 337,721,222
中塚　正大 永田　秀昭
井田　敏 畑　良輔 当期収入合計 293,121,874
上野山　雄 原嶋　孝一 当期支出合計 302,916,470
浦谷　良美 晝馬　輝夫 当期収支差額 △ 9,794,596
加藤　義章 辻　勝之
斉藤　荘蔵 西本　達也
坂田　東一 三間　圀興
佐々木　三郎
佐々木　則夫
佐藤　秀一

(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わる標準化、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)前各号に揚げるもののほか、本財団の
目的を達成するために必要な事業

バイオインダストリーの発展を産・官・学
で総合的に推進。

(1)レーザーとその応用に関する研究開発
(2)レーザーとその応用に関わる人材の養
成
(3)レーザーとその応用に関する情報の収
集および提供
(4)レーザーとその応用に関するセミナー
およびシンポジウムの開催ならびに出版物
の刊行
(5)レーザーとその応用に関する関連団体
との交流および国際交流の推進
(6)その他目的を達成するために必要な事
業

デジタル情報機器、情報システムの発展は
目覚しく、ブロードバンドインターネット
の普及にともない、誰でも、いつでも、ど
こでも、情報を簡単に利用できる時代であ
る。このような便利さ、快適さを、情報シ
ステムの相互運用性、安全性、信頼性の面
から支えるための研究、開発、評価、普及
などの事業を推進している。

1.超電導に関する調査研究
2.超電導に関する基礎的な研究開発
3.超電導に関する普及・啓発活動
4.超電導に関する国際交流の促進
5.超電導に関する標準化活動


