
１７．関連公益法人の状況

（１）公益財団法人がん研究振興財団

　関連公益法人の概要

会長 荒蒔　康一郎 キリンホールディングス株式会社　元会長

理事長 堀田　知光 公益財団法人がん研究振興財団（元国立がん研究センター理事長）

理事 石塚　正敏 跡見学園女子大学　教授

理事 上田　龍三

理事 垣添　忠生 公益財団法人日本対がん協会　会長（元国立がんセンター総長）

理事 関谷　剛男 公益財団法人佐々木研究所常務理事・研究所長（元国立がんセンター部長）

理事 田中　利彦 田中綜合法律事務所　代表弁護士

理事 中釜　斉 国立研究開発法人　国立がん研究センター　理事長

理事 山口　俊晴 公益財団法人がん研究会　名誉院長

監事 亀口　政史 亀口公認会計士事務所　所長

顧問 大竹　美喜 公益財団法人がん研究振興財団　前会長

顧問 高山　昭三 公益財団法人がん研究振興財団　前理事長

　関連公益法人との取引の関連図

当法人は物件費を支払っている。

　関連公益法人の財務状況 （単位：円）

（注）１． 収支計算書を作成していないため、当期収入合計額、当期支出合計額、当期収支差額は記載しておりません。

　関連公益法人の正味財産について （単位：円）

A B C=A-B D E=C+D F G H=F-G I J=H+I K=E+J

98,920,079 31,633,578 67,286,501 152,168,651 149,744,249 2,424,402 0 △ 53,248,572 2,171,287,812 2,118,039,240 0 0 0 0 0 0 0 2,118,039,240

　関連公益法人との取引の状況 （単位：円）

科目

（注）１．

２．

愛知医科大学医学部　教授（国立がん研究センター理事長特任補佐）

名称 業務の概要
国立研究開発法人国立

がん研究センターとの関係

関連公益法人

役員の氏名

（平成３１年３月３１日現在）

正味財産

期末残高

当期支出合計額 当期収支差額

－ －

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

指定正味財

産期末残高
費用等 当期増減額

指定正味財

産期首残高
収益の内訳

正味財産 当期収入合計額

公益財団法人

がん研究振興財団

その他の費用

拠出、寄附金 会費、負担金等

法人名 資産 負債

2,133,699,415 15,660,175 2,118,039,240

公益財団法人

がん研究振興財団

１．がん研究に関する研究の助成

２．がん研究に関する国際協力及び国際交流

３．がん研究に関する若手研究者の育成

４．がん研究に関する国民への情報発信

５．がん研究に関する国内外諸団体との連携及び協力

６．その他本財団の目的を達するために必要な事業

－

国立研究開発法人

国立がん研究センター

公益財団法人

がん研究振興財団

収益の内訳収益 費用

受取補助金等 その他の収益

費用の内訳

管理費

上記「競争契約等」とは、競争契約及び企画競争・公募のことであり、「随意契約」とは競争性のない随意契約のことを示しています。

上記法人に対する債務保証はありません。

割合

0.0%

(0.0%)

(0.0%)

うち当法人からの収入

（うち、上段：競争契約等

　　　　下段：随意契約）

43,630

(0)

(43,630)

事業収入

98,920,079

収益

事業費 受取補助金等 その他の収益

当期増減額
一般正味財

産期首残高

一般正味財

産期末残高

公益財団法人

がん研究振興財団
0 0 0

金額

0

債権債務の明細

－

法人名 基本財産に対する出えん



（２）特定非営利活動法人がん臨床研究機構

　関連公益法人の概要

理事長 下山　正德（元国立がんセンター東病院長）

副理事長 阿部　純

理事 冨井　裕子

理事 豊嶋　宏子

理事 水谷　友紀

監事 山之内　克行 

　関連公益法人との取引の関連図

　　　当法人は業務委託費を支払っている。

　関連公益法人の財務状況 （単位：円）

（注）１． 収支計算書を作成していないため、当期収入合計額、当期支出合計額、当期収支差額は記載しておりません。

　関連公益法人の正味財産について （単位：円）

A B C=A-B D E=C+D F G H=F-G I J=H+I K=E+J

253,096,849 2,300,000 250,796,849 243,845,196 220,312,129 22,140,867 1,392,200 9,251,653 235,915,490 245,167,143 0 0 0 2,300,000 △ 2,300,000 3,258,334 958,334 246,125,477

　関連公益法人との取引の状況 （単位：円）

科目

（注）１．

２．

１８．上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
　　該当事項はありません。

特定非営利活動法人

がん臨床研究機構

１．がん研究者主導臨床研究事業

２．がん臨床研究に関する情報収集並びに情報提供事業

３．がん臨床研究に関する国際交流事業

４．がん臨床研究に関する各種専門家、各種団体・研究機関との連携構築事業

５．がん臨床研究に関する教育事業

６．がん臨床研究に関する普及啓発事業

７．その他目的を達成するために必要な事業

関連公益法人

国立研究開発法人

国立がん研究センター

特定非営利活動法人

がん臨床研究機構

名称 業務の概要
国立研究開発法人国立

がん研究センターとの関係

役員の氏名

（平成３１年３月３１日現在）

受取補助金等 その他の収益 事業費

当期支出合計額 当期収支差額

特定非営利活動法人

がん臨床研究機構
296,031,916 49,906,439 246,125,477 － － －

法人名 資産 負債 正味財産 当期収入合計額

一般正味財産増減の部 指定正味財産増減の部

正味財産

期末残高収益 費用 当期増減額
一般正味財

産期首残高

一般正味財

産期末残高
収益 費用等 当期増減額

指定正味財

産期首残高

指定正味財

産期末残高
収益の内訳 費用の内訳 収益の内訳

受取補助金等 その他の収益管理費 その他の費用

上記「競争契約等」とは、競争契約及び企画競争・公募のことであり、「随意契約」とは競争性のない随意契約のことを示しています。

拠出、寄附金 会費、負担金等

債権債務の明細

事業収入

うち当法人からの収入

（うち、上段：競争契約等

　　　　下段：随意契約）

割合
金額

特定非営利活動法人

がん臨床研究機構
0 0 0 未払金 65,296,800 253,096,849

173,501,200

(0)

(173,501,200)

法人名 基本財産に対する出えん

上記法人に対する債務保証はありません。

68.6%

(0.0%)

(68.6%)


