
法人名：株式会社日本政策金融公庫

（単位：円）

交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に
対する交付額

交付日

社団法人群馬県銀行協会 団体加盟費 16,400円 平成21年4月3日

社団法人茨城県銀行協会 団体加盟費 15,000円 平成21年4月3日

社団法人旭川銀行協会 団体加盟費 7,500円 平成21年4月7日

財団法人日本エネルギー経済研究
所

団体加盟費 1,400,000円 平成21年4月9日

社団法人関西ニュービジネス協議
会

団体加盟費 200,000円 平成21年4月9日

社団法人日本監査役協会 団体加盟費他 224,000円 平成21年4月11日

財団法人二十一世紀職業財団 団体加盟費 500,000円 平成21年4月13日

社団法人長野県銀行協会 団体加盟費 45,000円 平成21年4月13日

社団法人京都銀行協会 団体加盟費 24,500円 平成21年4月13日

社団法人宮城県銀行協会 団体加盟費 1,000円 平成21年4月13日

社団法人経済企画協会 団体加盟費 360,000円 平成21年4月14日

社団法人日本経済調査協議会 団体加盟費 120,000円 平成21年4月14日

財団法人海外邦人医療基金 団体加盟費 200,000円 平成21年4月15日

（様式３－１）

21年度予算における公益法人等への契約以外の金銭交付による支出状況（第１四半期）
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交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に
対する交付額

交付日

財団法人経済産業調査会 団体加盟費 472,500円 平成21年4月17日

社団法人日本内部監査協会 団体加盟費他 459,460円 平成21年4月17日

財団法人日本不動産研究所 団体加盟費 150,000円 平成21年4月17日

社団法人大阪銀行協会 団体加盟費 85,050円 平成21年4月17日

財団法人こども未来財団 団体加盟費 4,800円 平成21年4月17日

社団法人関東ニュービジネス協議
会

団体加盟費 120,000円 平成21年4月20日

社団法人日本オペレーションズ・
リサーチ学会

団体加盟費 95,000円 平成21年4月20日

社団法人釧路銀行協会 団体加盟費 20,000円 平成21年4月20日

社団法人日本経済研究センター 団体加盟費他 2,277,300円 平成21年4月21日

社団法人日本水産資源保護協会 団体加盟費 50,000円 平成21年4月21日

社団法人中央労働基準協会 団体加盟費 19,200円 平成21年4月21日

社団法人いわき法人会 団体加盟費 6,000円 平成21年4月21日

社団法人宮崎県北法人会 団体加盟費 6,000円 平成21年4月21日

財団法人外国為替貿易研究会 団体加盟費 63,000円 平成21年4月22日

財団法人環日本海経済研究所 団体加盟費 50,000円 平成21年4月22日

社団法人川崎南法人会 団体加盟費 6,000円 平成21年4月22日
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交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に
対する交付額

交付日

社団法人アジア調査会 団体加盟費 200,000円 平成21年4月23日

財団法人金融情報システムセン
ター

団体加盟費他 866,339円 平成21年4月24日

財団法人社会経済生産性本部 団体加盟費 700,000円 平成21年4月24日

社団法人九州経済連合会 団体加盟費 150,000円 平成21年4月24日

財団法人全国中小企業取引振興協
会

団体加盟費 125,000円 平成21年4月24日

社団法人世界経済研究協会 団体加盟費 100,000円 平成21年4月24日

社団法人秋田県銀行協会 団体加盟費 45,000円 平成21年4月27日

社団法人関西経済連合会 団体加盟費 367,500円 平成21年4月28日

財団法人日本情報処理開発協会 団体加盟費 100,000円 平成21年4月28日

財団法人関西社会経済研究所 団体加盟費 240,000円 平成21年4月30日

財団法人財務会計基準機構 団体加盟費 200,000円 平成21年4月30日

財団法人日本法制学会 団体加盟費 200,000円 平成21年4月30日

社団法人門真納税協会 団体加盟費 9,600円 平成21年4月30日

社団法人和歌山納税協会 団体加盟費 6,000円 平成21年4月30日

社団法人日本経済団体連合会 団体加盟費 1,932,000円 平成21年5月1日

社団法人釧路地方法人会 団体加盟費 5,000円 平成21年5月1日
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交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に
対する交付額

交付日

社団法人内外情勢調査会 団体加盟費 252,000円 平成21年5月8日

社団法人高知県銀行協会 団体加盟費 23,100円 平成21年5月11日

社団法人福岡銀行協会 団体加盟費 18,000円 平成21年5月11日

社団法人渋谷法人会 団体加盟費 12,000円 平成21年5月11日

社団法人博多法人会 団体加盟費 5,000円 平成21年5月11日

社団法人横浜銀行協会 団体加盟費 18,000円 平成21年5月12日

社団法人山形法人会 団体加盟費 6,500円 平成21年5月12日

社団法人福岡中部法人会 団体加盟費 5,000円 平成21年5月12日

社団法人日本プラント協会 団体加盟費 1,000,000円 平成21年5月13日

財団法人中東調査会 団体加盟費 500,000円 平成21年5月14日

財団法人エンジニアリング振興協
会

団体加盟費 105,000円 平成21年5月14日

社団法人金融財政事情研究会 団体加盟費 497,700円 平成21年5月15日

社団法人経済同友会 団体加盟費 850,000円 平成21年5月15日

財団法人日中経済協会 団体加盟費 350,000円 平成21年5月15日

社団法人静岡法人会 団体加盟費 10,000円 平成21年5月15日

社団法人愛媛県銀行協会 団体加盟費 21,000円 平成21年5月18日
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交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に
対する交付額

交付日

社団法人国際農林業協働協会 団体加盟費 6,000円 平成21年5月18日

財団法人九州経済調査協会 団体加盟費 30,000円 平成21年5月19日

財団法人東京社会保険協会 団体加盟費 24,300円 平成21年5月19日

社団法人埼玉県銀行協会 団体加盟費 12,000円 平成21年5月19日

社団法人板橋法人会 団体加盟費 5,000円 平成21年5月19日

社団法人東京銀行協会 団体加盟費他 454,545円 平成21年5月20日

社団法人東北経済連合会 団体加盟費 110,250円 平成21年5月20日

社団法人日本能率協会 団体加盟費 100,000円 平成21年5月20日

社団法人中国地域ニュービジネス
協議会

団体加盟費 60,000円 平成21年5月20日

社団法人王子法人会 団体加盟費 5,000円 平成21年5月20日

財団法人東京防災指導協会 研修費 1,000円 平成21年5月21日

財団法人ベンチャーエンタープラ
イズセンター

団体加盟費 240,000円 平成21年5月22日

社団法人本所法人会 団体加盟費 6,000円 平成21年5月22日

社団法人田辺納税協会 団体加盟費 6,000円 平成21年5月22日

社団法人池袋労働基準協会 団体加盟費 5,000円 平成21年5月25日

社団法人岡山県銀行協会 団体加盟費 15,000円 平成21年5月26日

5/8



交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に
対する交付額

交付日

社団法人佐賀法人会 団体加盟費 5,000円 平成21年5月28日

社団法人小樽銀行協会 団体加盟費 2,700円 平成21年5月28日

財団法人農政調査委員会 団体加盟費 100,000円 平成21年6月3日

社団法人札幌銀行協会 団体加盟費 6,000円 平成21年6月3日

財団法人中小企業異業種交流財団 団体加盟費 300,000円 平成21年6月5日

財団法人全国中小企業情報化促進
センター

団体加盟費 200,000円 平成21年6月5日

社団法人農林水産技術情報協会 団体加盟費 230,000円 平成21年6月8日

社団法人全国農業改良普及支援協
会

団体加盟費 200,000円 平成21年6月8日

社団法人国際法協会日本支部 団体加盟費 100,000円 平成21年6月9日

社団法人仙台北法人会 団体加盟費 9,600円 平成21年6月9日

財団法人海外投融資情報財団 団体加盟費 240,000円 平成21年6月10日

社団法人漁業情報サービスセン
ター

団体加盟費 100,000円 平成21年6月10日

社団法人日英協会 団体加盟費 100,000円 平成21年6月10日

社団法人奈良県雇用開発協会 団体加盟費 17,500円 平成21年6月10日

社団法人豊島法人会 団体加盟費 6,000円 平成21年6月10日

社団法人沼津法人会 団体加盟費 2,000円 平成21年6月10日
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交付先法人名称 支出の名目等
左記法人に
対する交付額

交付日

財団法人食品産業センター 団体加盟費 180,000円 平成21年6月11日

社団法人関西経済同友会 団体加盟費 245,000円 平成21年6月12日

財団法人大阪二十一世紀協会 団体加盟費 100,000円 平成21年6月12日

社団法人浦和法人会 団体加盟費 12,000円 平成21年6月15日

社団法人熊本西法人会 団体加盟費 5,400円 平成21年6月15日

社団法人上野法人会 団体加盟費 3,600円 平成21年6月16日

社団法人北海道商工会議所連合会 団体加盟費 200,000円 平成21年6月18日

社団法人城東納税協会 団体加盟費 20,000円 平成21年6月19日

社団法人明石納税協会 団体加盟費 4,800円 平成21年6月20日

社団法人大日本水産会 団体加盟費 200,000円 平成21年6月22日

社団法人江東東法人会 団体加盟費 6,000円 平成21年6月22日

社団法人宇和島法人会 団体加盟費 4,000円 平成21年6月23日

社団法人日本商事仲裁協会 団体加盟費 50,000円 平成21年6月25日

社団法人酒田法人会 団体加盟費 10,000円 平成21年6月29日

財団法人日本電信電話ユーザ協会 団体加盟費 5,000円 平成21年6月29日

(注）｢公益法人等｣には、特例民法法人、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人が含まれている。
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（単位：円）

契約の相手方
法人名称

物品役務等、
公共工事等の名称

契約形態の別 契約金額 契約締結日

社団法人板橋法人会 板橋支店国民生活事業店舗賃貸借
随意契約

（競争性なし）
30,170,184円 平成21年4月1日

財団法人民事法務協
会

登記情報提供サービス（一式）
随意契約

（競争性なし）
21,000,000円 平成21年4月1日

財団法人日本不動産
研究所

担保物件（建物）に係る「再調達原価」等の調査業務（一式） 一般競争入札 12,000,000円 平成21年4月1日

社団法人日本経済研
究センター

長期外部研修（経済予測及び金融分析）実施業務委託一式
随意契約

（競争性あり）
10,920,000円 平成21年4月1日

社団法人日本農業法
人協会

農業法人に対する経営診断業務
随意契約

（競争性なし）
2,400,000円
（上限額）

平成21年4月1日

財団法人教育資金融
資保証基金

個人信用情報接続回線使用料等（公庫負担分）
随意契約

（競争性なし）
予定調達総額
2,379,961円

平成21年4月1日

社団法人日本農業法
人協会

農業法人に対する農業関連制度資金の情報提供等に係る業務
随意契約

（競争性あり）
1,970,000円 平成21年4月1日

社団法人日本農業法
人協会

平成21年度農業経営ニーズ調査
随意契約

（競争性あり）
1,599,000円
（上限額）

平成21年4月1日

財団法人日本システ
ム開発研究所

旅費計算システムの保守
随意契約

（競争性なし）
1,264,200円 平成21年4月1日

財団法人日本不動産
研究所

不動産評価に係る業務委託
随意契約

（競争性なし）
3,398,850円 平成21年4月6日

財団法人日本エネル
ギー経済研究所

国別エネルギー情報提供サービス
随意契約

（競争性なし）
1,000,000円 平成21年5月1日

財団法人海外投融資
情報財団

図書購入一式
随意契約

（競争性なし）
4,981,500円 平成21年5月15日

財団法人石炭エネル
ギーセンター

炭田埋蔵量等技術評価に係る業務委託
随意契約

（競争性なし）
9,253,935円 平成21年5月20日

財団法人全国生活衛
生営業指導センター

生活衛生関係営業の景気動向等調査 一般競争入札 59,850,000円 平成21年5月25日

（様式３－２）

(注1）｢公益法人等｣には、特例民法法人、一般社団・財団法人及び公益社団・財団法人が含まれている。

(注2）契約期間が複数年度にわたる契約については、｢契約金額｣の欄に当該四半期の支出実績を記載している。

21年度予算における公益法人等への契約による支出状況（第１四半期）

法人名：株式会社日本政策金融公庫
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