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一般社団法人電子情報通信学会

代表者の氏名　吉巴進

公益目的支出計画実施報告書等の提出について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第127条第3項の規定により､

別紙のとおり　平成24　年度(平成24年4月1日　　　から平成25年3月31日　　　まで)の

公益目的支出計画実施報告書等を提出いたします｡
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【別紙1:法人の基本情報】

【別紙1法人の基本情報】

1基本情報
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フリガナ 劍48687�985h885�987ｨ4X5x986X985h5x��4X7ｨ4X684X5h984ｸ69|ﾘ42�Xﾗ�ﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾔ辻ﾒﾒﾖﾇGGD�ﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾒﾔｦﾂ�

法人の名称 

主 f二 る ■ 務 所 の 住 所 及 び 逮 絡 先 偖ｦ仗"���s��S����8ﾈｹ�78ﾖ�ｾh�ﾏh��2ﾓRﾓ��ｴ�､)�Xｻｸ檍ｭ����ﾘh��

代表電言舌番号 �03-3433-6691(内線)FAX番号03-3433-6659 

代表メールアドレス � 

lhttD=//WW.ieice.0,.,inn,.nde,.htm. l 

代表者の氏名 劍ｶy69���

事業年度 剴�Hﾈ���?｢ﾓ�8ﾈ�3�?｢�

檀 当 者 注 剋＊ｼ(又は名称) 凛�m��9vﾒ�役職(又は担当者名) 倬ik�ｼy+r�

電話番号 ��FAX番号′ ��3�C32ﾓccS��

電子メールアドレス ��

事業の概要 劔6H��ﾔ逢x*�.h-��饑�,ｩ�ﾘ,亊h+x.倬ｨｭJHｵｨ��,ﾉ+(ﾛ芥ﾊHｸh*�.h-�&ﾘ�,ﾈﾏ�ｫx/�ﾗ8**H.�,�,Hｧyn"��ｵｨ��*�.h-�ｭi��馼ｼh,ﾉ�YHｨ+�ｯ�u�+x.�2�

注　代理人による提出の場合は委任状を添付し､代理人が法人の場合は｢氏名｣の欄に名称を. r役職｣欄に担当者名を
記載してください｡
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【別紙2　公益目的支出計画実施報告書】

【別紙2.公益目的支出計画実施報告書】

2.公益目的支出計画実施報告書

【平成24　年度(平成24年4月1日　　か　平成25年3月31日　　まで)の概要】
ら

1/2ページ

1.公益目的財産額 �"ﾃ���緜��ﾃs#�冷�

2.当該事業年度の公益目的収支差額((l)+(2卜(3)) ��3b繝3�ﾃs��冷�

(1)前事業年度末日の公益日的収支差額 ��冷�

(2)当該事業年度の公益目的支出の額 ��sR��3�紊s(冷�

(3)当該事業年度の実施事業収入の韓 �3づ�湯縱c(冷�

3.当該事業年度末日の公益目的財産残額 ��纉S2縱s�����冷�

4.2の欄に記載した枝が計画に記載した見込み額と異なる場合､その概要及び理由注 

計画作成時の見込みに比べ､椎1における実施事業の収入､支出はともに下回 �.芥ﾇ�(,�*�*�.們�邵馼ｼh,ﾈ辷�,ﾘ�2�
回った者であるoなお､公益目的支出計画の実施期間があと15年である-方､公益目的収支差枝の計画額との差は約 ▲5.5百万円であり､今後の実施事業の規模を鑑みても､実施期間に関しては影響がないと考える○ 

注詳細は､別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください｡

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日 茶�佗h柯�8,ﾈｪ驅侈俛�-ﾒ�平成41年3月31日 

(2)(1)より早まる見込みの場合 ��

前事業年度 剴槙Y事業年度 剽ｎ幕ﾆ年度 

計画 們����計画 們����計画 

公益目的財産輯 �"��c2纉dG田S�冷�円 �"��c2纉c�緜S�冷�2.090,601721円 �"ﾃ�c2ﾃ田�#cS�冷�

公益目的収支差親 ��3��33r緜��冷�円 ��3��33r緜��冷�136,831.710円 ��3��33r緜��冷�

公益日的支出の額 沫�羇ﾒﾒ"�円 ����紊Cゅc��冷�175,031.472円 ����紊Cゅc��冷�

実施事業収入の額 鉄���������冷�円 鉄�ﾃ�������冷�｢~==｣ 鉄���2����冷�

公益目的財産残枝 ��纉3"緜#2ﾃ�C�冷�円 ��纉3"緜#2��C�冷�1.953.770.011円 ��纉3"ﾃc#7樋C�冷�

注前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額､翌事業年度の計画の毅を記載してくださいo
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学会の機関誌として毎月発行.
電子工学および情報通信に関連するテーマの特集首己事､最近の技術に関する解説書己手､関連分野の技術講座､寄暮､学生/教養のペ
ジ､ニュ-ス解説等の他､国際会議､研究会の開催f一報などが記載される｡また､通常総会の決議内容､会員制度の変更等､主に会

鼻に対する必要情報が育己載されており､本会会員には､毎月送付されるほか､主なEg]書館にも配備されている｡また､書店を通じて-舵
の方も入手可能である｡

典型的な目次は､巻頭言､小特集(先端技術の現状､等)､解説､講座､寄書､学生/教養のページ､オピニオン､ニュース解脱､国際会
議､その他(園暮紹介､論文誌目次､会告など)であるC
発行に係る年間責用は､給与手当､印刷製本費､運搬費を含めて､約161百万円､収益は特殊員会費(図書館等)の一部67百万円､広
告収入37 7百万円が主で､合計約50百万円である｡

会誌の企画､絹集は､約7(〕名の専門家から構成される会誌編集委見会で実施､会誌発行に携わる職点数は約4名.印刷､製本､運搬は
外部委託であるo
定款､規則により､会誌は会菜を納める会員に等しく配布されることになっているDよって､会誌発行事業の必要財源､即ち､総兼用から
広告収入を差引いた差額　約111百万円には.会兼収益(約45億円/辛)を当てる考え方で運営しており､財源は十分である｡

(1)当該事業に係る公益目的支出の見込鶴

(2)当該事業に係る実施事業収入の見込観

注この事薫に係る公益目的支出の額等の変更が､公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについても記載してくださいo
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(2)-2 〔公益目的支出計画実施報告書〕

【実施事集(継続事兼)の状況等】

(3)実施事兼資産の状況等

1/1ページ

(2)〔公益目的支出計画実施報告暮〕

(事JE単位ごとに作成してくださし､J

井産の名称 倬陋�ﾘ廁�ｦｦ�,ﾂ�鯖.�?ｨ,ﾈ鳧幵�iA合の取特価頼 ����^僖�7永i?ｨ,ﾂ�影x廁ﾋｲ�当払+JE年度末EIの 格外価額 

rL:FT: 刮~ ���

-状況l 

注井定Elr=石していT=東屋については､移行旺可申汁暮(別か公益目的財産税の7r定)にTeKLT=*産の事号(イ1 ･ロ2日81 ･tJ:ど)を妃¢してください｡
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(2)-3 〔公益目的支出計画実施報告書〕

【実施事業(継続事業)の状況等】

(2)〔公益目的支出計画実施報告書〕

(事業単位ごとに作成してくださいo )

【実施事業収入の額の算定について】

(l ) r損益計井書の収益の軌に対応し1=(2) ｢実施事業収入の緬｣を記載し､その算定に当たっての考え方を
書己載してく1='さいo

1/1ページ

損益計算書の科目 茶����hﾇh螽��,ﾂ��揺,ﾉx｢�(2)実施事業収入 の額 茶"�,ﾈｧｨ,ﾈ鯖.�,�9h+ﾘ,(,H,ﾈﾖﾈ*i_ｹ(ﾒ� 

頒布収益 釘ﾃ�cRﾃcS���4.065.659円 儁�Wｨ�揺,ﾉ>�H檍顏,ﾉM�Wｨ�揺,ﾈ-ﾘ/���邵馼ｼh�傭�,h+x.薬� 

;-3.,T. 塔CR紊�(冷�845.492円 仄y�磯h,ﾉ)逸(*�.x,ﾉ¥ｨﾟﾉ�8ｾ��揺/���邵駟=�b� 

広告収益 �#b纉�B繝3x冷�26.914.837円 亊ﾘ･yW亊(ﾇﾈﾇﾉ[h險��v9¥Rsﾙ&h.儘ﾈﾙ�ﾆgDY{�� 

抄録料.著作権使用料 ��s2紊摘"�173.494円 傴I�{�)萎ﾈﾊ�諍w�{�ｸ揺,ﾈ*H+ⅸ檠Hｨ+�ｭh.ﾘ.假ｸ傭� 

益 劍/���邵馼ｼh�?ﾈ,h+x.薬�

受取特殊艮会栗 澱�#������冷�6,200.000円 儖ｨｬHﾎﾄV�6貿�ﾇﾃﾓｧE�##�ﾈ(�2� 

雑収益 �#��冷�280円 派顏,ﾈ5(6rsﾘｭh+x.假ｸ揺/�kｹi�ｼh�揺,h+x.薬� 

計 �3な�ｳ湯ﾃsc(冷�;-◆■■ 

注実施事業収入の額の算定の記載事項r=ついて､必要な説明書類を添付してください.

【公益日的支出の額の算定について】

(1 ) ｢損益計算書の糞用の額｣に対応した(2) ｢公益目的支出の軌を記載し.その算定に当たっての考え方を

記載してくださいo

損益計算書の科目 併�s��(2)公益目的支出 の額 茶"�,ﾈｧｨ,ﾈ蟀.�,�9h+ﾘ,(,H,ﾈﾖﾈ*i_ｹ(ﾒ� 

その他 ��Cゅ##��3SH冷�148.221.354円 ��,�.們�w�怏mｨ,ﾘ,�*(+ﾘ-���,b�"�,ﾙ:�ｨ,X*�.停� 

計 ��Cゅ##�ﾃ3SH冷�｢~｢蒜司 ��

注(l)と(2)が同額である場合には･ ｢科目｣欄をrその他｣として､まとめた額を(1)及び(2)欄(=記載してもかまいません｡
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(2)-1 〔公益目的支出計画実施報告書〕 1/1ページ

(2)〔公益目的支出計画実施報告書〕

r宴枯妻妾 宙ﾇ���ｮﾉdﾂ�,ﾉ�B罕(�3�磯hｼi%�肩+(,h,俥ﾉ�ﾈ+X,H*ﾒｳﾒx+8*&��

事業番号 倬hｼh,ﾉ>�vR�

継2 派偆馼ｼb�

表形､電子工学および情報通信に関する学問および技術の有益な研究をなす者への奨励賞等を贈呈

る特に優れ1=学術輪文の著者の
(以下選奨と略称する)する事業で

あり.理事会決雄による選奨､ソサイエティ.支部での選奨がある｡
1理事会決旨irこよる選奨の種矧ま以下であL)､それぞれ選定委員会を設け､当該委鼻会からの報告に基づき決定しているC

イ功績賞電子工学および情報通信に関する学術または関連書集に対し特別の功労がありその功細が顕著名肴のうちから､原則毎
年5名以内を選定し､井状および賞牌を贈呈するo

口業績其電子工学および情報通信に関する新しい発明､理輪.実験､手法などの基礎的研究で､その成果の学問分野への貢献が

明確であるもの3件以内､および､電子工学および情報通信に新しい機器､または方式の開発､改良､国dt標準化でその効果が顕著で
あり､近年その業績が明確になったもの3件以内を選定し､賞状､賞牌およびX金20万円を贈呈するo
ハ輪文賞本会的文誌に掲載された輪文のうち､特に優秀なものを選び､その著者に賞状､削卑および賞金10万円を贈呈する｡

ホ喜安善市賞論文賞受賞論文のうち､最も優秀な論文1件を選び､その著者に賞状およびメダルを贈呈する｡
へ学術奨励賞電子工学および情報通信に関する学臥技術の奨励のため.有為と認められる新進の科学者または技術者に井状お

よびX金5万円を贈呈する｡具体的には､当該年開催の総合大会およびソサイエティ大会において優秀な論文を発表したもので､ 33歳未
満のものとし､発表件数の1 5%を上限として選定する0
2　ソサイエティおよび支部等内部組織での選奨
(1)基礎･境界ソサイエティ､ (2)通信ソサイエティ､ (3)エレクロト二クスソサイエティ. (4)情報システムソサイエティおよび全国10支部等にお

いてそれぞれ選奨規程を制定し､理事会決議の選奨に準じた表彰を実施している0
3選奨に係る年間費用は､人件費､委耗費(X牌作成費等).賞金を含めて約20百万円であり､金臭収益(約45倍円/年)を当てること
としており､財源は､十分である

(1)当該事業に係る公益目的支出の見込額

(2)当該事業に係る実施事業収入の見込額

事業の実施状況について

イ功績X 5名に授与
口　業績芙6件に授与
ハ　論文賞12件に授与

ホ　喜安善市箕輪文賞受賞論文のうち､ l件に授与
へ　学術奨励賞70件に授与

ソサイエティおよび支部等内部組織での選奨
(1)基礎･境界ソサイエティ､ (2)通信ソサイエティ､ (3)エレクロト二クスソサイエティ､ (4)情報システムソサイエティ､ (5)ヒューマンコミュニケ

シヨンゲル-プで1 19件､および全国10支部等においてそれぞれの表彰を実施o

(1)当協事業に係る公益目的支出の鯨

(2)当該事業に係る実施手業収入の蘇

(3)((1)-(2))の額

(4)当該事業に係る損益計井書の費用の親

(5)当該事業に係る損益計算書の収益の額

(1)及び(2)に記載した額が計画に記載した額と異なる場合､その内容及び理由　注

ソサイエティや

伴い､表彰が増加したことによる｡今後の当該実施事業の規模を鑑みても､実施期間に関しては影響がないと考えるo

注この事業に係る公益日的支出の額等の変更が､公益目的支出計画全体の実施に影響を与えるか否かについても記載してください｡
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(2)-2 〔公益目的支出計画実施報告書〕 1/1ページ

(2)〔公益E]的支出計画実施報告暮〕
【実施事集(継続事業)の状況等】

(3)実施手業米産の状況等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(+榊位ごとに作成してくださいo )

書号注 暢蝌,ﾉkﾈ��時価評価yl産の 事定日の時価 優�ﾘx,ﾈ靖/x廂�r�前事!t年度末Elの NEat価牡 �9gI[ｨ馼ﾉ9D�7永dVﾈ,ﾂ��)�8廁ｧ｢�使用の状況 ��

円 ���円 ��� ��

注丁定日に有していた*産については.移行は可申TI暮(別表A公益E]的財産額の井定)に妃≠し1=yF産の事号(イ1 ､ロ2日al ･など)を肥tLでください□
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(2)-3 〔公益目的支出計画実施報告書〕

(2)〔公益目的支出計画実施報告書〕

【実施事業(継続事業)の状況等】　　　　　　　　　　(事業単位ごとに作成してくださいo )

【実施事業収入の鞍の算定r=ついて】

(1 ) ｢損益計算暮の収益の観｣に対応した(2)r実施事業収入の簸｣を記載し､その井定に当たっての考え方を

1/1ページ

妃載してください○ 損益計算書の科目 茶����hﾇh螽��,ﾂ��揺,ﾉ_��(2)実施幸美収入 の 茶"�,ﾉ�X,ﾈ蟀.�,�9h+ﾘ,(,H,ﾈﾖﾈ*i_ｹ(ﾒ�iiiiiiI 

円 ��� ��

計 ��冷�0円 ��

注実施事業収入の額の算定の記載事項について､必要な説明書頬を添付してください｡

【公益目的支出の額の算定について】

(1 ) r損益計算書の費用の額｣に対応した(2)｢公益目的支出の軌を記載し､その算定に当たっての考え方を

損益計井書の科目 茶����hﾇh螽��,ﾂ�N��,ﾈｧ｢�の額 茶"�,ﾉL(,ﾈ鯖�h,�9h+ﾘ,(,H,ﾈﾖﾈ*i_ｹ(ﾒ�■■■ 

その他 �#b繝�津�����26.810.118円 �,�.儂��怏mｨ,ﾘ,�*(+ﾘ-�ﾂ�,b�"�,ﾙ:�ｨ,X*�.�2� 

｢ー･.｢ �#b繝�偵����� ��

注(1)と(2)が同額である場合には､ ｢科目｣欄をrその他Jとして､まとめた額を(1)及び(2)欄に記載してもかまいません｡

https=//www.koeki-info.gojp/straformrXmllmporter?XmiName-temp_work･xml&xsIName･.･ 20 1 3/05/1 0



公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告書

平成25年5月10日

一般社団法人電子情報通信学会

会　長　　吉　田　　進　殿

一般社団法人電子情報通信学会

監　事　　木戸出　正　継

久夕玖Lき
監事を顎をppP

私たちは､平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度の公

益目的支出計画実施報告書に関する監査を行いました｡その方法及び結果につ

いて､次のとおり報告いたします｡

1監査の方法及びその内容

理事会その他重要な会議に出席するほか､理事及び使用人等からその職務

の執行状況について報告を受け､関係書類を閲覧し､業務及び財産の状況を

調査し､平成24年度に係る公益目的支出計画実施報告書について検討いたし

ました｡

2　監査の結果

公益目的支出計画実施報告書は､法令又は定款に従い､法人の公益目的支

出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます.

以上
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