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I  事業の状況 

令和 3 年度の事業状況について以下に報告する。 

１． 公益目的事業 

１） 研究助成事業（幼少年期の子どもの心身の調和のとれた発達の研究に対する

助成を行う事業） 

本年度当初の予算総枠 500 万円。 

  応募件数は 32 件。選考委員会の審査に基づき、次の 10 件を選抜して研究助成を 

行った。但し受賞者のうち申請金額が満額 50 万円未満のものが 3 名いたため、 

予算未達の 471.5 万円となった。 

①入口 真夕子（琉球大学）

「乳児における色選好の性差とその生物学的基盤に関するオンライン研究」

②大橋 圭（名古屋市立大学大学院）

「ホルター心電図を用いた心拍変動解析による神経発達症児の自律神経機能の評

価」

③菊地 謙（東京都立大学大学院）

「自閉スペクトラム症における予測に基づいた運動計画能力の解明」

④倉根 超（自治医科大学大学院）

「COVID-19 時代における ADHD 児に対するインターネット版親子相互交流療

法の効果検証」

⑤残華 雅子（奈良教育大学）

「幼児を対象とした観察学習による特定の社会集団へのステレオタイプ認知の形

成過程の検討」

⑥塩田 友果（金沢大学子どものこころの発達研究センター）

「脳機能画像およびゲノム解析による診断閾下自閉スペクトラム症の診断指標の確

立」 

⑦髙橋 実里（東京学芸大学大学院連合学校千葉大学）

「視線は幼児の行動調整を促すのか―不可視な他者に関する教示の効果の検討―」 

⑧田村 典久（広島大学大学院）

「小児期の光曝露が生体リズムと睡眠の質に及ぼす影響に関する研究」

⑨辻村 礼央奈（北海道医療大学）

「ビデオ通話サービスをもちいた機能性構音障害児へのオンライン構音訓練システム

の開発」 

  ⑩横井 美緒（国立障害者リハビリテーションセンター研究所） 



  「発達性読み書き障害の臨床症状に関する研究」 

なおこれらの研究の中間報告は、紀要「発達研究」36 巻に発表する予定である。 

また最終報告は、紀要「発達研究」37 巻に発表するとともに、ポスター報告を行う

予定である。 

２）成果発信事業

①令和元年度助成者の最終報告 8報、令和 2年度助成者の中間報告 10報を

掲載した紀要「発達研究」第 35巻を編集、刊行した。

②助成者の最終報告については、新型コロナウイルス感染拡大の状況もあり、今年度

も前年同様にオンライン動画セッションを開催することで、発表の機会を設けた。 

発表者の動画を YouTube上の限定公開の形式で配信し、Googleスプレッドシート

を活用して発表者と質問者が双方向でフィードバックをできる仕組みとした。

③ホームページを通じ、当財団基本情報、「発達研究」バックナンバー、「発達検査」 

一覧、研究助成公募要領等の情報を広く公開した。

④（一社）日本発達心理学会と共催の「国際ワークショップ」は、今年度中止となっ 

た。 

２． 収益事業 

１）発達検査スケールの販売

当財団開発の下記スケールを販売した。

① 乳幼児発達スケール（ＫＩＤＳ）

② 随意運動発達検査

販売予算 850 万円に対し、販売実績 883 万円となった。



II   庶務の概要 （令和4年３月３１日現在）

１．理事・監事に関する事項

＜理事＞ ＜監事＞

定　数 ：　６名以上１５名以内 定　数 ：　２名又は３名

任　期 ：　２年 任　期 ：　４年

現在数：　１0名 現在数：　２名

内訳 [常勤]　１名　[非常勤]　9名 内訳　[常勤] ０名　　[非常勤]　２名

氏　名 就任年月日 重任年月日 　　　　職　　　　名

新庄眞帆子 理事長 令和3年1月28日  (学）公文学園理事

常勤

新井邦二郎 理事 平成26年6月12日 令和2年6月18日  元東京成徳大学・大学院学長

非常勤

大久保治男 理事 平成22年7月1日 令和2年6月18日  武蔵野学院大学名誉学長

非常勤

小澤　愼治 理事 平成19年6月11日 令和2年6月18日  慶應義塾大学名誉教授

非常勤

恩田　　宗 理事 平成19年6月11日 令和2年6月18日  元駐タイ大使

非常勤

梶原　　保 理事 平成15年11月28日 令和2年6月18日  NPO法人如水宝生会理事長

非常勤

喜多村孝幸 理事 平成26年6月12日 令和2年6月18日  (一社）巨樹の会　五反田リハビリ

非常勤 テーション病院 副院長

 西﨑　清久　 理事 平成16年6月12日 令和2年6月18日  (公財）日本オペラ振興会顧問

非常勤

 古屋  俊彦 理事 平成26年6月12日 令和2年6月18日  元東京電力（株）理事

非常勤 　　　ワシントン事務所長

堀越　作治 理事 平成16年6月12日 令和2年6月18日  元（公財）森林文化協会顧問

非常勤

園田　峯生 監事 平成22年7月1日 平成30年6月5日  弁護士

非常勤

近田　直裕 監事 平成26年6月12日 平成30年6月5日  公認会計士、税理士

非常勤



２．　評議員に関する事項

定　数 ：６名以上１５名以内

任　期 ：４年

現在数：１0名

 氏    名  就任年月日  重任年月日  職  名

 飯高　京子 平成22年11月1日 平成30年6月5日  東京学芸大学 名誉教授

 弦間　明 平成22年11月1日 平成30年6月5日  （株）資生堂特別顧問

 小林　利郎 平成22年11月1日 平成30年6月5日  元東京銀行取締役

 齊藤　進 平成22年11月1日 平成30年6月5日  学習院名誉教授

 佐伯　信 平成22年11月1日 平成30年6月5日  元公文教育研究会取締役

 澤田　利夫 平成22年11月1日 平成30年6月5日  東京理科大学名誉教授

 荘厳　舜哉 平成22年11月1日 平成30年6月5日  保育・子育てアドバイザー協会関西

 理事長

 遠山　耕平 平成22年11月1日 平成30年6月5日  元平成国際大学学長

 戸谷　誠之 平成22年11月1日 平成30年6月5日  （独）国立健康栄養研究所

 名誉所員

 村岡　洋一 平成22年11月1日 平成30年6月5日  早稲田大学名誉教授

３．職員に関する事項

 区   分  専  任  者 他機関との兼任者  合  計

 有給 　　無給

事務局員 　  4名　　  ０名  ０名  4名



４．会議に関する事項

＜理事会＞

 開 催 年 月 日  議  案  結 果

令和3年5月25日  第１号議案：令和2年度事業報告の件 可決

 第２号議案：令和2年度決算の件 可決

 第３号議案：評議員会招集の件 可決

令和3年9月27日  第１号議案：事務局長交代の件 可決

 第1号報告：令和3年度発達科学研究教育奨励賞受賞者決定の件 了承

令和4年3月9日  第１号議案：令和4年度事業計画の件 可決

 第2号議案：令和４年度収支予算、資金調達及び設備投資の件 可決

 第３号議案：評議員選定委員選任の件 可決

 第４号議案：評議員選定委員会招集の件 可決

 第5号議案：評議員選定委員会に推薦する評議員候補者選出の件 可決

 第6号議案：選考委員２名任期満了につき２名推薦の件 可決

 第7号議案：評議員会招集の件 可決

＜評議員会＞

 開 催 年 月 日  議    案  結 果

令和3年6月11日 第1号議案：令和２年度決算の件 可決

第1号報告：令和2年度事業報告の件 了承

令和4年3月24日  第１号報告：令和４年度事業計画の件 了承

 第2号報告：令和４年度収支予算、資金調達及び設備投資の件 了承

 第３号報告：評議員選定委員選任の件 了承

 第４号報告：評議員選定委員会招集の件 了承

 第5号報告：評議員選定委員会に推薦する評議員候補者選出の件 了承

 第6号報告：選考委員２名任期満了につき２名推薦の件 了承

５．登記に関する事項

変更年月日 登記年月日 　　　登　　　記　　　事　　　項

令和4年2月28日 令和4年3月1日 　　清水良衞氏　評議員辞任　

令和4年3月18日 令和4年4月1日 　　理事　雨宮眞也氏死亡



附属明細書 

事業における重要な事項は、令和 3年度事業報告書に記載されており、「一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律施行規則」第 34条第 3項に規定する「事業報告の内容を補足す

る重要な事項」は、特にないため、当年度の附属明細書は作成しない。 



(単位：円）

科　　　目
増減

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

　　　　　現金預金 11,297,020 13,371,215 △ 2,074,195

　　　　　売掛金 910,041 1,210,704 △ 300,663

　　　　　商品 1,341,469 1,033,220 308,249

　　　　　仮払金 2,609 -  2,609

　　　　流動資産合計 13,551,139 15,615,139 △ 2,064,000

　２．固定資産

　　(1)　基本財産

　　　　　投資有価証券 1,055,700,000 1,055,700,000 -  

　　　　　定期預金 5,000,000 5,000,000 -  

　　　　　普通預金 2,300,000 2,300,000 -  

　　　　基本財産合計 1,063,000,000 1,063,000,000 -  

　　(2)　特定資産

　　　　　法人会計準備資金 11,877,930 5,977,930 5,900,000

　　　　特定資産合計 11,877,930 5,977,930 5,900,000

　　(3)　その他固定資産

　　　　　什器備品 1 1 -  

　　　　その他固定資産合計 1 1 -  

　　　　固定資産合計 1,074,877,931 1,068,977,931 5,900,000

　　　　資産合計 1,088,429,070 1,084,593,070 3,836,000

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

　　　　　未払金 67,100 222,221 △ 155,121

　　　　　未払法人税等 71,100 715,800 △ 644,700

　　　　　預り金 53,407 59,491 △ 6,084

　　　　流動負債合計 191,607 997,512 △ 805,905

　２．固定負債

　　　　固定負債合計 -  -  -  

　　　　負債合計 191,607 997,512 △ 805,905

Ⅲ　正味財産の部

　１．指定正味財産

　　　　　寄附金 1,047,972,150 1,047,972,150 -  

　　　　　指定正味財産運用益 11,877,930 5,977,930 5,900,000  

　　　　指定正味財産合計 1,059,850,080 1,053,950,080 5,900,000  

　　　　（うち基本財産への充当額） ( 1,047,972,150 ) ( 1,047,972,150 ) -  

　　　　（うち特定資産への充当額） ( 11,877,930 ) ( 5,977,930 ) 5,900,000  

　２．一般正味財産 28,387,383 29,645,478 △ 1,258,095

　　　　（うち基本財産への充当額） ( 15,027,850 ) ( 15,027,850 ) ( -             )

　　　　（うち特定資産への充当額） ( -                ) ( -                ) ( -             )

　　　　正味財産合計 1,088,237,463 1,083,595,558 4,641,905  

　　　　負債及び正味財産合計 1,088,429,070 1,084,593,070 3,836,000  

当　年　度
令和 4年 3月31日現在

前　年　度
令和 3年 3月31日現在

貸　借　対　照　表

令和 4年 3月31日現在



(単位：円）

科　　　目

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 ( 11,058,937 ) ( 15,516,371 ) ( △ 4,457,434 )

　　　　　基本財産受取利息  10,914,437  11,016,371 △ 101,934

　　　　　基本財産運用益 144,500 4,500,000 △ 4,355,500

　　　②事業収益 ( 8,832,989 ) ( 9,998,021 ) ( △ 1,165,032 )

　　　　　発達検査販売収益  8,832,989  9,998,021 △ 1,165,032

　　　③雑収益 (  489,916 ) ( 460,444 ) ( 29,472 )

　　 雑収益  489,916  460,444  29,472

　　　経常収益計  20,381,842  25,974,836 △ 5,592,994

　 (2)　経常費用

　　　①事業費 ( 17,199,865 ) ( 18,480,167 ) ( △ 1,280,302 )

　　　 　研究助成費  4,715,000  4,950,000 △ 235,000

　　　　　情報収集費  10,152  10,000 152

　　　　  会議費 -   63,541 △ 63,541

　　　　  旅費交通費  101,149  177,621 △ 76,472

　　　　　印刷製本費  2,981,715  3,564,996 △ 583,281

　　　　　通信運搬費  1,209,775  1,069,504 140,271

　　　　  支払手数料  44,173  47,098 △ 2,925

　　　　  諸謝金  361,253  366,822 △ 5,569

　　　　　広告宣伝費  226,850  86,600 140,250

　　　　  業務委託費  825,000  990,000 △ 165,000

　　　　  給料手当  5,598,310  5,963,983 △ 365,673

　　　　  賃借料  1,126,488  1,126,488 -  

　　　　  雑費 -   63,514 △ 63,514

　　　②管理費 ( 4,440,072 ) ( 5,665,029 ) ( △ 1,224,957 )

　　 給料手当  987,937  1,052,467 △ 64,530

　　  福利厚生費  506,166  384,964 121,202

　　　　　役員報酬  33,411  33,411 -  

　　  会議費  111,000  4,400 106,600

　　  旅費交通費  18,239  30,321 △ 12,082

　　  通信運搬費  168,180  163,454 4,726

　　  維持費  383,108  125,708 257,400

　　  業務委託費  1,541,650  1,749,550 △ 207,900

　　  支払手数料  193,887  218,523 △ 24,636

　　  印刷製本費  79,087  115,737 △ 36,650

　　　　　租税公課  71,100  715,800 △ 644,700

　　  雑費  147,515  871,902 △ 724,387

　　  賃借料  198,792  198,792 -  

　  経常費用計 21,639,937 24,145,196 △ 2,505,259

　　　当期経常増減額 △ 1,258,095  1,829,640 △ 3,087,735

　２．経常外増減の部

　 (1)　経常外収益

　　　経常外収益計 -  -  -  

　 (2)　経常外費用

　　　経常外費用計 -  -  -  

　　　当期経常外増減額 -  -  -  

　　　当期一般正味財産増減額 △ 1,258,095 1,829,640 △ 3,087,735

　　　一般正味財産期首残高 29,645,478 27,815,838 1,829,640

　　　一般正味財産期末残高 28,387,383 29,645,478 △ 1,258,095

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　基本財産運用益 16,958,937 21,494,301 △ 4,535,364

　　　一般正味財産への振替額　 △ 11,058,937 △ 15,516,371 4,457,434

　　　当期指定正味財産増減額 5,900,000 5,977,930 △ 77,930

　　　指定正味財産期首残高 1,053,950,080 1,047,972,150 5,977,930

　　　指定正味財産期末残高 1,059,850,080 1,053,950,080 5,900,000

Ⅲ　正味財産期末残高  1,088,237,463  1,083,595,558  4,641,905

当　年　度
自　令和 3年 4月 1日
至　令和 4年 3月31日

前　年　度
自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

増　減

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで



(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）

現金預金 手元保管現金 運転資金として 467,438

普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行 麹町支店 運転資金として 1,849,196

普通預金　りそな銀行 新都心営業部 運転資金として 3,253,541

普通預金　みずほ銀行 市ヶ谷支店 運転資金として 4,345,473

当座預金　ゆうちょ銀行　 運転資金として 1,381,372

売掛金 KIDS乳幼児発達スケール売上等 収益事業に係る事業収益の売掛分 910,041

商品 KIDS乳幼児発達スケール等の商品棚卸高 収益事業の用に供している。 1,341,469

仮払金 年末調整過払金 2,609

13,551,139

（固定資産）

基本財産 投資有価証券 国債　第59回利付国債（20年）
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 100,000,000

社債　第3回ソフトバンク㈱無担保社債
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 106,000,000

外国債券 シルフリミテッド シリーズ50157
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 50,000,000

外国債券 ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO.42186
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 100,000,000

外国債券　ﾊﾚ ｶｲﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｼﾘｰｽﾞ 80050
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 99,700,000

外国債券 ﾉﾑﾗｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽ NO.80591
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 100,000,000

外国債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲ NO.58839
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 100,000,000

外国債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲ NO.58846
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 100,000,000

外国債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲ NO.59178
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 100,000,000

外国債券 ﾉﾑﾗｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽ NO.80426
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 100,000,000

外国債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲ NO.52869
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 100,000,000

定期預金 定期預金　みずほ銀行　市ヶ谷支店
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 5,000,000

普通預金 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行 麹町支店
運用益を公益目的事業及び管理運営業務の財源とし
て使用している。 300,000

普通預金 普通預金　みずほ銀行 市ヶ谷支店 運用益を公益目的事業の財源として使用している。 2,000,000

特定資産 普通預金 普通預金　みずほ銀行 市ヶ谷支店 法人会計の財源として使用している。 11,877,930

その他固定資産 什器備品 事務所内機器・備品等 管理運営の用に供している。 1

1,074,877,931

1,088,429,070

（流動負債）

未払金 未払印刷費等 67,100

未払法人税等 法人税、都民税及び事業税 71,100

預り金 給与・報酬等に係る源泉所得税 53,407

191,607

191,607

1,088,237,463

財　産　目　録

　　固定負債合計

　　　　資産合計

　　　　負債合計

　　　　正味財産

令和 4年 3月31日現在

貸借対照表科目

　　流動資産合計

　　固定資産合計

　　流動負債合計



公益目的保有財産の明細

その他の公益目的保有財産 金額

基本財産 投資有価証券 国債　第59回利付国債（20年） 50,000,000

社債　第3回ソフトバンク㈱無担保社債 53,000,000

外国債券 シルフリミテッド シリーズ50157 25,000,000

外国債券 ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO.42186 50,000,000

外国債券　ﾊﾚ ｶｲﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｼﾘｰｽﾞ 80050 49,850,000

外国債券 ﾉﾑﾗｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽ NO.80591 50,000,000

外国債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲ NO.58839 50,000,000

外国債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲ NO.58846 50,000,000

外国債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲ NO.59178 50,000,000

外国債券 ﾉﾑﾗｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧｲﾅﾝｽ NO.80426 50,000,000

外国債券 ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽｴﾇﾌﾞｲ NO.52869 50,000,000

定期預金 定期預金　みずほ銀行　市ヶ谷支店 2,500,000

普通預金 普通預金　三菱東京ＵＦＪ銀行 麹町支店 150,000

普通預金 普通預金　みずほ銀行 市ヶ谷支店 2,000,000

532,500,000

財産種別

合計






