
（別紙様式）

単位：百万円

(995,020)

(1,138)

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)

77,419 0

- -

149,986 1,138,282,362

149,986 1,138,282,362

- -

- -

>2011/10/1<2012/5/31

執行済み額（C)の
平成23年度通年分合計 227,650

執行済み額（C)の
平成21年度通年分合計 374,240

執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計 16,030

執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計 15,555

執行（支出）済み額 769,519

翌半期以降の執行
見込みについて

平成25年度の成長分野等人材育成支援事業費として、7,969百万円を執行予定。
平成25年度の日本再生人材育成支援事業費として、3,162百万円を執行予定。
平成25年度の若者育成支援事業費として、54,410百万円を執行予定。

（執行見込額）

当該運用方法を選択している理由

預貯金
運用管理方針により、預金による運用が規
定されているため。

執行済み額（C)の
平成22年度通年分合計 136,044

運用管理方針により、国債による運用が規
定されているため。

政保債・地方債 -

その他社債等 -

短期・長期信託 -

科目

A
基金造成のための

国からの交付決定額
（運用収入を含む。）

E

996,158

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

226,639

225,501

平成24年度下半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）

有価証券

国債

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 緊急人材育成・就職支援基金

基金設置法人名 中央職業能力開発協会
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

10月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金 70,600,000 計６６９名

10月 訓練・生活支援給付金 訓練・生活支援給付金の取消 ▲ 100,000 計1名

10月 訓練奨励金 訓練奨励金 24,400,000 計４件

10月
３年以内既卒者トライアル雇
用奨励金

３年以内既卒者トライアル雇用奨励
金

1,889,300,000 計５，５３５件

10月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金
取消

▲ 900,000 計３件

10月
３年以内既卒者採用拡大奨
励金

３年以内既卒者採用拡大奨励金 134,800,000 計１３２件

10月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 500,000 計１件

10月 成長分野等人材育成奨励金 成長分野等人材育成奨励金 201,099,000 計７３件

10月 借料及び損料
パソコン、ネットワーク機器他リース
料

697,610
東京センチュリーリース(株)
他４社

10月 借料及び損料 書類保管経費 361,981 東武デリバリー(株)

10月 消耗品費 事務用品購入代 18,161 (株)ミクニ商会　他１社

10月 通信運搬費 ＩＳＤＮ回線使用料 5,173 東日本電信電話 ㈱

10月 通信運搬費 電話料金 104,900 東日本電信電話 ㈱他１社

10月 通信運搬費 郵便料金 519,940
日本郵便（株）小石川郵便
局他

10月 通信運搬費 発送料 6,553 ヤマト運輸（株）

10月 雑役務費 経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器(株)

10月 雑役務費 給付金システム運用経費 3,302,250 (株)エヌ・ティ・ティデータ

10月 雑役務費 奨励金データ通信経費 33,915 (株)ジャストシステム

10月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 28,092
センコービジネスサポート
(株)

10月 雑役務費 商業登記簿取得手数料 2,100 東京法務局

10月 雑役務費 住民票取得手数料 10,100 東京豊島区役所　他15件

10月 雑役務費 住民票取得手数料返還金 ▲ 200 鈴鹿市役所

10月 雑役務費 電話交換機保守料 315,000 日興テクノス(株)

10月 雑役務費 債務者調査経費 258,300
オリﾌｧサービス債権回収
(株)

10月 雑役務費 労働者派遣料 1,402,105
㈱ マンパワーグループ
他４社

10月 人件費 職員人件費 13,349,343 計２９名

10月 人件費 職員人件費退職時精算返還金 ▲ 100,092 計１名

10月 雑役務費 コピー・ファックス使用料 144,838 富士ゼロックス(株)

10月 雑役務費 給与計算業務費 21,582 (株)ＪＯＥ

10月 雑役務費 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器運用経費 95,031 富士テレコム(株)

10月 雑役務費 賃借品引取費 114,450 (株)オフィスバスターズ

10月 雑役務費 事務所工事費 72,765 日興テクノス(株)

10月 印刷製本費 封筒作成印刷代 123,900 (株)キタジマ

10月 広告等作成費 ホームページ維持・運用経費 65,100 日本電気(株)

10月 厚生経費 健康診断料 8,400 経済団体健康保険組合

10月 諸謝金 法律顧問料・弁護士報酬 283,710 計１名

10月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

10月 土地建物借料 事務所賃料 2,192,532 住友不動産(株)

10月 雑役務費 事務所共益費 651,833 住友不動産(株)

10月 雑役務費 事務所清掃料 89,250 住友不動産(株)

10月 借料及び損料 事務所設備使用料 28,438 住友不動産(株)

10月 光熱水料 事務所光熱水料 214,023 住友不動産(株)

10月 旅費 職員旅費 98,140 計１０名

10月 通信運搬費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続経費 283,117  ＫＤＤＩ (株)

11月 訓練・生活給付金 訓練・生活支援給付金 69,720,000 計６６０名

11月 訓練奨励金 訓練奨励金 7,680,000 計１件

11月
３年以内既卒者採用拡大奨
励金

３年以内既卒者採用拡大奨励金 250,000,000 計２４６件

11月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金 1,772,125,000 計４，７９０件

11月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金
の取消

▲ 550,000 計２件

11月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 1,978,836 計３件

11月 成長分野等人材育成奨励金 成長分野等人材育成奨励金 312,271,000 計１０２件

11月 就職安定資金融資
就職安定資金融資 （長期失業者）
関係補助金

450,000
(社)日本労働者信用基金協
会

11月 訓練・生活支援資金融資
訓練・生活支援資金融資関係補助
金

158,125,000
(社)日本労働者信用基金協
会

11月 借料及び損料
パソコン、ネットワーク機器他リース
料

610,989 東京ｾﾝﾁｭﾘー(株)他４社

11月 借料及び損料 書類保管経費 343,030 東武デリバリー(株)

11月 消耗品費 事務用品購入代 31,815 (株)ミクニ商会　他１社

11月 通信運搬費 発送料 6,416 ヤマト運輸（株）

11月 通信運搬費 ＩＳＤＮ回線使用料 4,905 東日本電信電話 ㈱

11月 通信運搬費 郵便料金 506,185
日本郵便（株）小石川郵便
局他

11月 通信運搬費 電話料金 97,731 東日本電信電話 ㈱他１社

11月 雑役務費 給付金システム運用経費 3,302,250 (株)エヌ・ティ・ティデータ

11月 雑役務費 労働者派遣料 1,545,589
㈱ マンパワーグループ
他４社

11月 雑役務費 住民票取得手数料 3,000 羽村市役所　他5件

11月 雑役務費 経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器(株)

11月 雑役務費 奨励金データ通信経費 33,915 (株)ジャストシステム

11月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 28,951
センコービジネスサポート
(株)

11月 雑役務費 債務者調査経費 16,275
オリﾌｧサービス債権回収
(株)

11月 雑役務費
長期欠勤者の職場復帰に係る医師
への相談料

5,250 長谷川クリニック

11月 雑役務費 コピー・ファックス使用料 103,231 富士ゼロックス(株)

11月 雑役務費 給与計算業務費 18,320 (株)ＪＯＥ

11月 雑役務費 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器運用経費 48,435 富士テレコム(株)

11月 雑役務費 事務所工事費 202,230 富士テレコム(株)

11月 雑役務費 訴訟事件事務費 280,320
弁護士法人一番町綜合法
律事務所

11月 人件費 職員人件費 11,030,611 計２６名
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

11月 雑役務費 賃借品引取費 33,600 アサヒ産業(株)

11月 印刷製本費 名刺印刷代 2,205 (株)キタジマ

11月 広告等作成費 ホームページ維持・運用経費 65,100 日本電気(株)

11月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

11月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

11月 土地建物借料 事務所賃料 2,192,532 住友不動産(株)

11月 雑役務費 事務所共益費 651,833 住友不動産(株)

11月 雑役務費 事務所清掃料 89,250 住友不動産(株)

11月 借料及び損料 事務所設備使用料 28,438 住友不動産(株)

11月 光熱水料 事務所光熱水料 208,391 住友不動産(株)

11月 通信運搬費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続経費 281,195  ＫＤＤＩ (株)

11月 旅費 職員・弁護士旅費 218,158 計１０名

12月 訓練・生活給付金 訓練・生活支援給付金 66,840,000 計６３３名

12月 訓練奨励金 訓練奨励金 9,540,000 計２件

12月
３年以内既卒者採用拡大奨
励金

３年以内既卒者採用拡大奨励金 517,600,000 計３０２名

12月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金 2,149,650,000 計２，６２０件

12月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金
の取消

▲ 800,000 計２件

12月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 9,171,863 計１０件

12月 成長分野等人材育成奨励金 成長分野等人材育成奨励金 448,105,000 計１２６件

12月 借料及び損料
パソコン、ネットワーク機器他リース
料

610,989 東京ｾﾝﾁｭﾘー(株)他４社

12月 借料及び損料 書類保管経費 339,303 東武デリバリー(株)

12月 消耗品費 事務用品購入代 143,440 (株)ミクニ商会　他１社

12月 通信運搬費 発送料 7,629 ヤマト運輸（株）

12月 通信運搬費 ＩＳＤＮ回線使用料 5,172 東日本電信電話 ㈱

12月 通信運搬費 郵便料金 635,495
日本郵便（株）小石川郵便
局他

12月 通信運搬費 電話料金 76,532 東日本電信電話 ㈱他１社

12月 雑役務費 給付金システム運用経費 3,302,250 (株)エヌ・ティ・ティデータ

12月 雑役務費 労働者派遣料 1,488,770
㈱ マンパワーグループ
他４社

12月 雑役務費 住民票取得手数料 300 宜野湾市役所

12月 雑役務費 経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器(株)

12月 雑役務費 奨励金データ通信経費 33,915 (株)ジャストシステム

12月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 25,511
センコービジネスサポート
(株)

12月 雑役務費 債務者調査経費 94,525
オリﾌｧサービス債権回収
(株)

12月 雑役務費 コピー・ファックス使用料 124,644 富士ゼロックス(株)

12月 雑役務費 給与計算業務費 16,353 (株)ＪＯＥ

12月 雑役務費 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器運用経費 111,875 富士テレコム(株)

12月 雑役務費 収入印紙 400
日本郵便（株）文京春日郵
便局
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

12月 人件費 職員人件費 29,125,805 計２６名

12月 厚生経費 健康診断料 4,200 経済団体健康保険組合

12月 広告等作成費 ホームページ維持・運用経費 65,100 日本電気(株)

12月 諸謝金 法律顧問料外 160,015 計１名

12月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

12月 土地建物借料 事務所賃料 2,192,532 住友不動産(株)

12月 雑役務費 事務所共益費 651,833 住友不動産(株)

12月 雑役務費 事務所清掃料 89,250 住友不動産(株)

12月 借料及び損料 事務所設備使用料 28,438 住友不動産(株)

12月 光熱水料 事務所光熱水料 233,830 住友不動産(株)

12月 通信運搬費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続経費 279,999  ＫＤＤＩ (株)

12月 旅費 職員・弁護士旅費 367,200 計１３名

1月 訓練・生活給付金 訓練・生活支援給付金 57,060,000 計５４１名

1月
３年以内既卒者採用拡大奨
励金

３年以内既卒者採用拡大奨励金 284,200,000 計２８１件

1月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金 1,495,250,000 計３，３７５件

1月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金
の取消

▲ 825,000 計３件

1月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 1,350,000 計２件

1月 成長分野等人材育成奨励金 成長分野等人材育成奨励金 327,462,000 計１８４件

1月 借料及び損料
パソコン、ネットワーク機器他リース
料

610,989 東京ｾﾝﾁｭﾘー(株)他４社

1月 借料及び損料 書類保管経費 315,879 東武デリバリー(株)

1月 消耗品費 事務用品購入代 24,570 (株)ミクニ商会

1月 通信運搬費 発送料 9,295 ヤマト運輸（株）

1月 通信運搬費 ＩＳＤＮ回線使用料 4,949 東日本電信電話 ㈱

1月 通信運搬費 郵便料金 473,580
日本郵便（株）小石川郵便
局他

1月 通信運搬費 電話料金 74,633 東日本電信電話 ㈱他１社

1月 雑役務費 給付金システム運用経費 3,302,250 (株)エヌ・ティ・ティデータ

1月 雑役務費 労働者派遣料 1,373,523
㈱ マンパワーグループ
他４社

1月 雑役務費 履歴事項全部証明書取得費 700 東京法務局

1月 雑役務費 住民票取得手数料 3,600 一宮町役場　外７件

1月 雑役務費 住民票取得手数料返還金 ▲ 300 笛吹市役所

1月 雑役務費 経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器(株)

1月 雑役務費 奨励金データ通信経費 33,915 (株)ジャストシステム

1月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 25,634
センコービジネスサポート
(株)

1月 雑役務費 債務者調査経費 27,300
オリﾌｧサービス債権回収
(株)

1月 雑役務費 コピー・ファックス使用料 98,324 富士ゼロックス(株)

1月 印刷製本費 名刺印刷代 2,205 (株)キタジマ

1月 印刷製本費 封筒作成印刷代 65,100 (株)キタジマ
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

1月 雑役務費 給与計算業務費 91,668 (株)ＪＯＥ

1月 雑役務費 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器運用経費 80,155 富士テレコム(株)

1月 人件費 職員人件費 12,342,084 計２５名

1月 広告等作成費 ホームページ維持・運用経費 65,100 日本電気(株)

1月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

1月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

1月 土地建物借料 事務所賃料 2,192,532 住友不動産(株)

1月 雑役務費 事務所共益費 651,833 住友不動産(株)

1月 雑役務費 事務所清掃料 89,250 住友不動産(株)

1月 借料及び損料 事務所設備使用料 28,438 住友不動産(株)

1月 光熱水料 事務所光熱水料 180,306 住友不動産(株)

1月 通信運搬費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続経費 279,999  ＫＤＤＩ (株)

1月 旅費 職員・弁護士旅費 4,800 計６名

2月 訓練・生活給付金 訓練・生活支援給付金 48,620,000 計４６０名

2月
３年以内既卒者採用拡大奨
励金

３年以内既卒者採用拡大奨励金 275,200,000 計２７１件

2月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金 1,392,975,000 計２，９７９件

2月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金
の取消

▲ 2,100,000 計５件

2月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 8,884,475 計１４件

2月 成長分野等人材育成奨励金 成長分野等人材育成奨励金 341,618,000 計１４８件

2月 訓練・生活支援資金融資 訓練・生活支援資金融資 40,990,000
(社)日本労働者信用基金協
会

2月 借料及び損料
パソコン、ネットワーク機器他リース
料

609,572 東京ｾﾝﾁｭﾘー(株)他５社

2月 借料及び損料 書類保管経費 319,342 東武デリバリー(株)

2月 消耗品費 事務用品購入代 41,665 (株)ミクニ商会　外１社

2月 通信運搬費 発送料 4,731 ヤマト運輸（株）

2月 通信運搬費 郵便料金 402,040
日本郵便（株）小石川郵便
局他

2月 通信運搬費 電話料金 87,159 東日本電信電話 ㈱他１社

2月 雑役務費 給付金システム運用経費 3,302,250 (株)エヌ・ティ・ティデータ

2月 雑役務費 労働者派遣料 772,458
㈱ マンパワーグループ
他２社

2月 雑役務費 住民票取得手数料 3,000 長野市　外７件

2月 雑役務費 住民票取得手数料返還金 ▲ 200 大阪市役所

2月 雑役務費 経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器(株)

2月 雑役務費 奨励金データ通信経費 33,915 (株)ジャストシステム

2月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 23,751
センコービジネスサポート
(株)

2月 雑役務費 債務者調査経費 57,225
オリﾌｧサービス債権回収
(株)

2月 雑役務費 コピー・ファックス使用料 95,025 富士ゼロックス(株)

2月 雑役務費 収入印紙 14,200 日本郵便(株)

2月 雑役務費 給与計算業務費 33,079 (株)ＪＯＥ
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

2月 雑役務費 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器運用経費 78,671 富士テレコム(株)

2月 人件費 職員人件費 11,057,382 計２５名

2月 広告等作成費 ホームページ維持・運用経費 65,100 日本電気(株)

2月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

2月 雑役務費 訴訟関係書類謄本請求手数料 4,945 大阪地方裁判所

2月 諸謝金 産業医謝金 70,000 計１名

2月 土地建物借料 事務所賃料 2,192,532 住友不動産(株)

2月 雑役務費 事務所共益費 651,833 住友不動産(株)

2月 雑役務費 事務所清掃料 89,250 住友不動産(株)

2月 借料及び損料 事務所設備使用料 28,438 住友不動産(株)

2月 光熱水料 事務所光熱水料 145,605 住友不動産(株)

2月 敷金・保証金 事務所敷金 11,485,320
三井不動産ビルマネジメント
(株)

2月 借料及び損料 事務所賃料(３月分) 1,004,965
三井不動産ビルマネジメント
(株)

2月 通信運搬費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続経費 279,688  ＫＤＤＩ (株)

2月 旅費 職員・弁護士旅費 75,390 計７名

3月 訓練・生活給付金 訓練・生活支援給付金 10,440,000 計１０１名

3月 訓練奨励金 訓練奨励金 6,600,000 計３件

3月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金 1,155,700,000 計２４００件

3月
３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨
励金

３年以内既卒者ﾄﾗｲｱﾙ雇用奨励金
取消

▲ 1,900,000 計４件

3月
３年以内既卒者採用拡大奨
励金

３年以内既卒者採用拡大奨励金 373,200,000 計３７６件

3月 既卒者育成支援奨励金 既卒者育成支援奨励金 7,000,000 計１６件

3月 成長分野等人材育成奨励金 成長分野等人材育成奨励金 751,522,000 計２５１件

3月 人件費 職員人件費 11,094,349 計２０名

3月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

3月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

3月 諸謝金 訴訟事件報奨金 1,013,175
弁護士法人一番町綜合法
律事務所

3月 旅費 職員旅費 119,540 計１４名

3月 消耗品費 事務用品購入代 69,090 (株)ミクニ商会他１社

3月 通信運搬費 郵便料金 373,875 日本郵便（株）

3月 通信運搬費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続経費 279,688  ＫＤＤＩ (株)

3月 通信運搬費 発送料 4,841 ヤマト運輸（株）

3月 通信運搬費 電話料金 80,066 東日本電信電話 ㈱他１社

3月 光熱水料 事務所光熱水料 178,794 住友不動産(株)

3月 借料及び損料 書類保管経費 349,176 東武デリバリー(株)

3月 借料及び損料
パソコン、ネットワーク機器他リース
料

654,372 東京ｾﾝﾁｭﾘー(株)他５社

3月 雑役務費 経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器(株)

3月 雑役務費 労働者派遣料 765,670
㈱ マンパワーグループ
他２社
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

3月 雑役務費 コピー・ファックス使用料 95,025 富士ゼロックス(株)

3月 雑役務費 奨励金データ通信経費 33,915 (株)ジャストシステム

3月 雑役務費 給与計算業務費 45,809 (株)ＪＯＥ

3月 雑役務費 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器運用経費 78,671 富士テレコム(株)

3月 雑役務費 給付金システム運用経費 3,302,250 (株)エヌ・ティ・ティデータ

3月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 18,714
センコービジネスサポート
(株)

3月 雑役務費 債務者調査経費 43,575
オリﾌｧサービス債権回収
(株)

3月 雑役務費 収入印紙代 9,550
日本郵便（株）文京春日郵
便局他

3月 雑役務費 住民票取得手数料 2,750 愛知県岡崎市他５件

3月 雑役務費 履歴事項全部証明書取得費 700 東京法務局

3月 雑役務費 印鑑証明取得費 500 東京法務局

3月 広報資料作成費 ホームページ維持・運用経費 195,300 日本電気(株)

4月 人件費 職員人件費 1,030,130 計２０名

4月 諸謝金 産業医謝金 20,000 計１名

4月 諸謝金 法律顧問料 157,500 計１名

4月 旅費 職員旅費 14,510 計７名

4月 消耗品費 事務用品購入代 12,285 (株)ミクニ商会

4月 通信運搬費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続経費 279,688  ＫＤＤＩ (株)

4月 通信運搬費 電話料金 12,070 東日本電信電話 ㈱他１社

4月 通信運搬費 郵便料金 297,785 日本郵便（株）

4月 通信運搬費 発送料 14,658 ヤマト運輸（株）

4月 光熱水料 事務所光熱水料 140,976 住友不動産(株)他１社

4月 借料及び損料 書類保管経費 403,225 東武デリバリー(株)

4月 借料及び損料
パソコン、ネットワーク機器他リース
料

265,512 東京ｾﾝﾁｭﾘー(株)他５社

4月 雑役務費 労働者派遣料 751,584
㈱ マンパワーグループ
他２社

4月 雑役務費 コピー・ファックス使用料 95,025 富士ゼロックス(株)

4月 雑役務費 経理システム運用経費 84,000 東芝情報機器(株)

4月 雑役務費
経理システムハードウェア更新作業
等

3,013,500 東芝情報機器(株)

4月 雑役務費 事務所入居工事代 12,211,080 三井デザインテック㈱他２社

4月 雑役務費 事務所清掃費精算返還金 ▲ 5,759 住友不動産(株)

4月 雑役務費 パソコンバンク再設定作業費 15,750 SMBCｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱

4月 雑役務費 ﾈｯﾄﾜｰｸ機器運用経費 46,951 富士テレコム(株)

4月 雑役務費 給与計算業務費 17,952 (株)ＪＯＥ

4月 雑役務費 電話交換機保守経費 315,000 日興テクノス㈱

4月 雑役務費 引越し業務料 1,239,000 富士ビジネス㈱

4月 雑役務費
事務所移転プロジェクト・マネジメン
ト業務料

1,575,000 富士ビジネス㈱

4月 雑役務費 債務者調査経費 68,250
オリﾌｧサービス債権回収
(株)
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（別紙様式）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

4月 雑役務費 給付金システム運用経費 3,302,250 (株)エヌ・ティ・ティデータ

4月 雑役務費 奨励金データ通信経費 33,915 (株)ジャストシステム

4月 雑役務費 給付金支給決定通知書作成経費 4,095
センコービジネスサポート
(株)

4月 敷金・保証金 不動産仮差押申立保証金返還 ▲ 900,000 東京法務局

5月 雑役務費 残高証明書発行手数料 525
三菱東京ＵＦＪ銀行　春日町
支店

5月 人件費 平成２４年度確定労働保険料 1,782,049 東京労働局

5月 人件費 平成２４年度退職給付引当金繰入 2,008,100 －

5月 業務委託費 平成２４年度委託費精算返還金 ▲ 29,528,014
独立行政法人　高齢・障害・
求職者雇用支援機構

5月 訓練・生活支援資金融資
訓練・生活支援資金融資関係補助
金

683,630,476
(社)日本労働者信用基金協
会

5月 就職安定資金融資
就職安定資金融資 （長期失業者）
関係補助金

45,619,613
(社)日本労働者信用基金協
会
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