
○24年度下半期様式.xls

（文部科学省分） 単位：百万円

458,993,445

(456百万円) 455,566,000
(3百万円) 3,427,445

B 458,993,445

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

支出支出月 支出月 支出月 支出月
>20 <2009/10 >2012/3/31 <2012/10/1 >2012/9/30

D 執行済み額（C)の平成24年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

執行済み額（C)の
平成21年度までの合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成24年度下半期合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成22年度合計 0百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 0百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

短期・長期信託

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
459百万円

執行（支出）済み額 0百万円

E

翌半期の執行
見込みについて

残額については順次交付予定

（執行見込額）

平成２０年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 東京都安心こども基金

基金設置法人名 東京都

A

基金造成のための
国からの交付決定額
（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

459百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。
東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において定め
られた運用を行っております。
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（文部科学省分） 単位：百万円

458,669,412

(457百万円) 457,345,000
(1百万円) 1,324,412

B 297,125,412

C 161,544,000

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

47,989,000

113,555,000

支出支出月 支出月 支出月 支出月
>20 <2009/10 >2012/3/31 <2012/10/1 >2012/9/30

D 執行済み額（C)の平成24年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成21年度合計 48百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成22年度合計 114百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 0百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

短期・長期信託

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
297百万円

執行（支出）済み額 162百万円

E

翌半期の執行
見込みについて

残額については順次交付予定

（執行見込額）

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 東京都安心こども基金

基金設置法人名 東京都

A

基金造成のための
国からの交付決定額
（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

459百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。
東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において定め
られた運用を行っております。
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（厚生労働省分） 単位：百万円

11,065,612,888

(11,017百万円) 11,016,627,000
(49百万円) 48,985,888

B

C 11,065,612,888

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

1,913,230,000

8,288,740,032

863,642,856

支出支出月 支出月 支出月 支出月
>20 <2009/10 >2012/3/31 <2012/10/1 >2012/9/30

D 執行済み額（C)の平成24年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先支出月 科目

執行済み額（C)の
平成21年度までの合計 1,913百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成24年度下半期合計 0百万円

執行済み額（C)の
平成22年度合計 8,289百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 864百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

短期・長期信託

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
0百万円

執行（支出）済み額 11,066百万円

E

翌半期の執行
見込みについて

なし

（執行見込額）

平成２０年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 東京都安心こども基金

基金設置法人名 東京都

A

基金造成のための
国からの交付決定額
（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

11,066百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。
東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において定め
られた運用を行っております。
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（厚生労働省分） 単位：百万円

(14,276百万円)
(41百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

支出支出月 支出月 支出月
>20 <2009/10 >2012/3/31 <2012/10/1

執行済み額（C)の
平成21年度合計 394百万円

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 0百万円
執行済み額（C)の

平成24年度下半期合計 3,155百万円

執行済み額（C)の
平成22年度合計 1,145百万円
執行済み額（C)の
平成23年度合計 5,755百万円

有価証券

国債

政保債・地方債

その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金

短期・長期信託

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
3,869百万円

執行（支出）済み額 10,448百万円

E

翌半期の執行
見込みについて

残額については順次交付予定

（執行見込額）

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 東京都安心こども基金

基金設置法人名 東京都

A

基金造成のための
国からの交付決定額
（平成21年度補正予算）
（運用収入を含む。）

14,317百万円

（国からの交付決定額）
（運用収入額）

運用方法別の運用金額・運用収入は公表しておりません。
東京都資金管理方針及び東京都資金管理計画において定め
られた運用を行っております。
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D 執行済み額（C)の平成24年度内訳 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

保育所緊急整備事業 1,799,857,929
新宿区外３６区市町
村

地域子育て特別支援事業
（給食食材検査）

23,326,000 （株）計測サービス

地域子育て特別支援事業
（給食食材検査）

399,000 東京都食品衛生協会

地域子育て特別支援事業
（電算システム改修）

496,392,000
中央区外53区市町
村

地域子育て特別支援事業
（保育料関係）

10,039,000 中央区外21区市町

高等技能訓練促進費 444,932,000 千代田区外48区市

高等技能訓練促進費
（母子家庭自立支援給付金事業）

2,145,000 個人

ひとり親家庭等就業コーディ
ネート事業

13,872,000 （株）エイジェック

ひとり親家庭等の在宅就業
支援事業

38,000 個人

ひとり親家庭等の在宅就業
支援事業

181,179,000
財団法人東京都母子
寡婦福祉協議会他１社

ひとり親家庭等の在宅就業
支援事業

99,362,000 世田谷区

児童養護施設の退所者等の
就業支援事業

9,012,000 パソナ

児童養護施設等の生活向上
のための環境改善事業

62,228,000
同胞援護会外105施
設・個人

児童養護施設等の職員の資
質向上のための研修事業

6,582,000
東京都社会福祉協議
会東部療育センター

その他（都道府県事務費） 5,564,000

その他（都道府県事務費） 150,000

合　　　　　　　　計 3,155,077,929

5月 一般需用費

6月 時間外勤務手当

5月 委託料

5月 負担金補助及交付金

5月 委託料

3月 報償費

5月 負担金補助及交付金

5月 委託料

5月 負担金補助及交付金

5月 扶助費

5月 負担金補助及交付金

3月 委託料

5月 負担金補助及交付金

5月 負担金補助及交付金

支出月 科目

5月 負担金補助及交付金

3月 備品購入費
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14,317,710,536

14,276,251,000
41,459,536

3,869,594,215

10,448,116,321

393,846,000

1,144,671,248

5,754,521,144

3,155,077,929

支出月
>2012/9/30
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