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
～平成３０年度まで～
基金名称
基金設置法人名

単位：百万円
未承認薬・新型インフルエンザワクチン等対策基金（内訳③：新型インフルエンザ
ワクチン開発・生産体制整備事業）
一般社団法人未承認薬等開発支援センター

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。）

A

B

平成30年度終了時
におけるAの金額の残高
（A-C）

C

執行（支出）済み額
翌半期以降の執行
見込みについて

E

119,230百万円
（国からの交付決定額）
（運用収入額）

(118,964百万円)
(266百万円)

1,906百万円
117,323百万円
細胞培養法開発2次事業実生産施設整備（追加分）

4百万円

（執行見込額）
F 運用方法と運用収入実績について
科目

当該運用方法を選択している理由

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

預貯金

業務実施提要により、定期預金よる運用を
実施しています。

0百万円

4,574,289円

短期・長期信託

業務実施提要により、金銭信託により短期
国債で運用を実施しています。

0百万円

261,146,387円

0百万円

0円

有価証券
国債
政保債・地方債
その他社債等
執行済み額（C)の
平成21年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成21年度下半期合計
執行済み額（C)の
平成22年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成22年度下半期合計
執行済み額（C)の
平成23年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成23年度下半期合計
執行済み額（C)の
平成24年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成24年度下半期合計

0百万円
21百万円
7,947百万円
5,545百万円
699百万円
39,098百万円
24,737百万円
16,826百万円

執行済み額（C)の
平成25年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成25年度下半期合計
執行済み額（C)の
平成26年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成26年度下半期合計
執行済み額（C)の
平成27年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成27年度下半期合計
執行済み額（C)の
平成28年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成28年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成29年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成29年度下半期合計
執行済み額（C)の
平成30年度上半期合計
執行済み額（C)の
平成30年度下半期合計

-1,138百万円
11百万円
10百万円
287百万円
1,687百万円
795百万円
5,276百万円
4,632百万円
7,717百万円
3,604百万円
-434百万円
4百万円
支出支出月
>20 <2009/10

支出月
>2009/9/30

支出月
<2010/4/1
単位：円

D 執行済み額（C)の内訳
支出月

科目

2010年3月

人件費

８～３月分按分配賦

12,998,921 等開発支援センター

2010年3月

賃借料

６～３月分按分配賦

3,194,507 等開発支援センター

2010年3月

その他管理事務費

６～３月分按分配賦

4,637,047 等開発支援センター

支出目的

平成21年度計
細胞培養法の実験プラント整備等
22年度７～12月
細胞培養法の実験プラント整備等
22年度７～12月
細胞培養法の実験プラント整備等
22年度７～12月
細胞培養法の実験プラント整備等
22年度７～12月
鶏卵培養法の製造能力強化22年
度７～12月

支出額

支出相手先
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

20,830,475

2010年9月

助成金交付

2010年9月

助成金交付

2010年9月

助成金交付

2010年9月

助成金交付

2010年9月

助成金交付

2010年9月

人件費

22年４～９月分按分配賦

10,873,694 等開発支援センター

2010年9月

賃借料

22年４～９月分按分配賦

2,345,288 等開発支援センター

2010年9月

その他管理事務費

22年４～９月分按分配賦

1,857,996 等開発支援センター

平成22年度上半期計
2010年10月

助成金交付

2010年10月

助成金交付

2010年12月

助成金交付

「第３世代ワクチン」開発等推進22
年度7～12月
「第３世代ワクチン」開発等推進22
年度7～12月
細胞培養法の実験プラント整備等
22年度12月

402,190,000 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

2,014,574,000 研究所

2,180,272,000 ＵＭＮファーマ㈱
2,509,945,000 ㈻北里研究所
㈶化学及血清療法

825,000,000 研究所

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

7,947,057,978
29,600,000 ㈶阪大微生物病研究会
51,385,000 テルモ㈱
70,000,000 武田薬品工業㈱

細胞培養法の実験プラント整備等
22年度1～3月
細胞培養法の実験プラント整備等
22年度1～3月
細胞培養法の実験プラント整備等
22年度1～3月
細胞培養法の実験プラント整備等
22年度1～3月
「第３世代ワクチン」開発等推進22
年度1～3月
「第３世代ワクチン」開発等推進22
年度1～3月
「第３世代ワクチン」開発等推進22
年度3月

2011年1月

助成金交付

2011年1月

助成金交付

2011年1月

助成金交付

2011年1月

助成金交付

2011年1月

助成金交付

2011年1月

助成金交付

2011年3月

助成金交付

2011年3月

人件費

22年度10～３月分按分配賦

12,297,488 等開発支援センター

2011年3月

賃借料

22年度10～３月分按分配賦

1,834,704 等開発支援センター

2011年3月

その他管理事務費

22年度10～３月分按分配賦

2,335,226 等開発支援センター

平成22年度下半期計

2,103,510,000 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

1,085,426,000 研究所

1,111,615,000 ＵＭＮファーマ㈱
990,055,000 ㈻北里研究所
10,400,000 ㈶阪大微生物病研究会
76,500,000 テルモ㈱
7,625 ㈶阪大微生物病研究会
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

5,544,966,043

2011年4月

助成金交付

「第３世代ワクチン」開発等推進23
年度4～7月

2011年6月

助成金精算返金

細胞培養法の実験プラント整備等

-226,446,676 武田薬品工業㈱

消費税仕入税額控除分 細胞培養法の実験プラント整備等
戻し
22年7月～23年3月分

-109,931,237 武田薬品工業㈱

2011年6月
2011年6月

助成金精算返金

細胞培養法の実験プラント整備等

2011年7月

消費税仕入税額控除分 細胞培養法の実験プラント整備等
戻し
22年7月～23年3月分

2011年7月

消費税仕入税額控除分 鶏卵培養法の製造能力強化22年７
戻し
～12月分の一部

鶏卵培養法の製造能力強化23年
度4～9月
「第３世代ワクチン」開発等推進23
年度7～9月

5,000,000 ㈶阪大微生物病研究会

-4,018,464 ㈻北里研究所
㈶化学及血清療法

-147,417,171 研究所

㈶化学及血清療法

-150,000 研究所

㈶化学及血清療法

2011年7月

助成金交付

2011年7月

助成金交付

2011年9月

評価委員会事務費

2011年9月

人件費

23年4～9月分按分配賦

11,212,783 等開発支援センター

2011年9月

賃借料

23年4～9月分按分配賦

2,816,551 等開発支援センター

2011年9月

その他管理事務費

23年4～9月分按分配賦

2,029,609 等開発支援センター

23年4～9月分

平成23年度上半期計
2011年10月

評価委員会旅費等

2011年10月

助成金交付

2011年10月

助成金交付

2011年10月

助成金交付

2011年10月

助成金交付

2011年10月

助成金交付

23年7～9月分
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備23年度8～12月
「第３世代ワクチン」開発等推進23
年度10～12月
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備23年度8～12月
鶏卵培養法の製造能力強化23年
度10～12月
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備23年度8～12月

1,100,000,000 研究所

65,000,000 ㈶阪大微生物病研究会
896,787 ㈱ティーケーピー等
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

698,992,182
345,027
㈶化学及血清療法

7,745,708,000 研究所

116,400,000 テルモ㈱
14,766,919,000 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

300,000,000 研究所

1,733,500,000 北里第一三共ﾜｸﾁﾝ㈱

細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備23年度8～12月
「第３世代ワクチン」開発等推進23
年度10～12月
鶏卵培養法の製造能力強化23年
度1～3月
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備23年度1～3月
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備23年度8～12月
「第３世代ワクチン」開発等推進23
年度10～12月
「第３世代ワクチン」開発等推進23
年度1～3月
「第３世代ワクチン」開発等推進23
年度1～3月

2011年10月

助成金交付

2011年10月

助成金交付

2012年1月

助成金交付

2012年1月

助成金交付

2012年1月

助成金交付

2012年1月

助成金交付

2012年2月

助成金交付

2012年3月

助成金交付

2012年3月

人件費

23年度10～3月分按分配賦

11,646,931 等開発支援センター

2012年3月

賃借料

23年度10～3月分按分配賦

2,150,234 等開発支援センター

2012年3月

その他管理事務費

23年度10～3月分按分配賦

2,466,907 等開発支援センター

平成23年度下半期計
2012年4月
2012年4月
2012年4月
2012年4月
2012年6月
2012年6月
2012年6月
2012年7月
2012年7月
2012年7月
2012年7月

細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備24年度4～6月
細胞培養法開発2次事業実生産施
助成金交付
設整備24年度4～6月
細胞培養法開発2次事業実生産施
助成金交付
設整備24年度4～6月
消費税仕入税額控除分 細胞培養法の実験プラント整備等
戻し
22年7月～23年3月分
消費税仕入税額控除分 細胞培養法の実験プラント整備等
戻分の返金
22年7月～23年3月分
消費税仕入税額控除分 鶏卵培養法の製造能力強化22年７
戻分の返金
～12月分の一部
「第３世代ワクチン」開発等推進23
助成金精算返金
年度
細胞培養法開発2次事業実生産施
助成金交付
設整備24年度7～9月
細胞培養法開発2次事業実生産施
助成金交付
設整備24年度7～9月
細胞培養法開発2次事業実生産施
助成金交付
設整備24年度7～9月
細胞培養法開発2次事業実生産施
助成金交付
設整備24年度7～9月
助成金交付

14,240,000 ㈶阪大微生物病研究会
23,992,375 ㈶阪大微生物病研究会
㈶化学及血清療法

1,025,000,000 研究所

2,650,000,000 北里第一三共ﾜｸﾁﾝ㈱
9,240,290,000 ㈶阪大微生物病研究会
36,000,000 ㈶阪大微生物病研究会
255,700,000 テルモ㈱
1,174,000,000 テルモ㈱
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

39,098,358,474
6,500,000,000 武田薬品工業㈱
856,909,000 ㈶阪大微生物病研究会
4,320,000,000 北里第一三共ﾜｸﾁﾝ㈱
-156,756,511 ＵＭＮファーマ㈱
㈶化学及血清療法

147,417,171 研究所

㈶化学及血清療法

150,000 研究所

-233,750,380 テルモ㈱
2,020,000,000 武田薬品工業㈱
640,679,000 ㈶阪大微生物病研究会
6,515,000,000 北里第一三共ﾜｸﾁﾝ㈱
㈶化学及血清療法

4,113,300,000 研究所

一般社団法人未承認薬

2012年7月

人件費

24年度4～6月分按分配賦

5,381,880 等開発支援センター

2012年7月

賃借料

24年度4～6月分按分配賦

1,123,830 等開発支援センター

2012年7月

その他管理事務費

24年度4～6月分按分配賦

970,419 等開発支援センター

2012年9月

人件費

24年度7～9月分按分配賦

4,394,877 等開発支援センター

2012年9月

賃借料

24年度7～9月分按分配賦

1,433,616 等開発支援センター

2012年9月

その他管理事務費

24年度7～9月分按分配賦

1,153,339 等開発支援センター

平成24年度上半期計

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

24,737,406,241

細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備24年度10～12月
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備24年度10～12月
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備24年度10～12月
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備24年度10～12月
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備中止
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備24年度10～12月
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備24年度10～12月
細胞培養法開発2次事業実生産施
設整備24年度10～12月

2012年10月

助成金交付

2012年10月

助成金交付

2012年10月

助成金交付

2012年11月

助成金交付

2012年12月

助成金全額返還

2013年1月

助成金交付

2013年1月

助成金交付

2013年1月

助成金交付

2013年3月

人件費

24年度10～3月分按分配賦

11,982,848 等開発支援センター

2013年3月

賃借料

24年度10～3月分按分配賦

1,765,428 等開発支援センター

2013年3月

その他管理事務費

24年度10～3月分按分配賦

2,497,717 等開発支援センター

平成24年度下半期計
2013年7月

消費税仕入税額控除分
「第３世代ワクチン」開発等推進
戻し

2013年8月

消費税仕入税額控除分 細胞培養法開発2次事業実生産施
戻し
設整備

280,000,000 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

2,697,628,000 研究所

11,600,000,000 北里第一三共ﾜｸﾁﾝ㈱
7,000,000,000 ㈶阪大微生物病研究会
-17,752,118,000 ㈶阪大微生物病研究会
416,604,000 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

9,426,887,000 研究所

3,140,500,000 北里第一三共ﾜｸﾁﾝ㈱
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

16,825,746,993
-6,306,840 ㈶阪大微生物病研究会
-1,142,072,524 武田薬品工業㈱
一般社団法人未承認薬

2013年9月

人件費

25年度4～9月分按分配賦

7,526,413 等開発支援センター

2013年9月

賃借料

25年度4～9月分按分配賦

1,462,314 等開発支援センター

2013年9月

その他管理事務費

25年度4～9月分按分配賦

1,151,660 等開発支援センター

平成25年度上半期計

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

-1,138,238,977
一般社団法人未承認薬

2014年3月

人件費

25年度10～3月分按分配賦

8,184,072 等開発支援センター

2014年3月

賃借料

25年度10～3月分按分配賦

1,423,231 等開発支援センター

2014年3月

その他管理事務費

25年度10～3月分按分配賦

917,903 等開発支援センター

平成25年度下半期計

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

10,525,206
一般社団法人未承認薬

2014年9月

人件費

26年度4～9月分按分配賦

6,930,760 等開発支援センター

2014年9月

賃借料

26年度4～9月分按分配賦

1,538,158 等開発支援センター

2014年9月

その他管理事務費

26年度4～9月分按分配賦

1,654,567 等開発支援センター

平成26年度上半期計
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備26年度10～12月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備26年度1～3月

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

10,123,485

2014年12月

助成金交付

2015年1月

助成金交付

2015年3月

人件費

26年度10～3月分按分配賦

7,834,666 等開発支援センター

2015年3月

賃借料

26年度10～3月分按分配賦

1,487,408 等開発支援センター

130,000,000 武田薬品工業㈱
147,020,000 武田薬品工業㈱
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

2015年3月

その他管理事務費

26年度10～3月分按分配賦

平成26年度下半期計
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備27年度4～6月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備27年度7～9月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備27年度7～9月

一般社団法人未承認薬

780,388 等開発支援センター
287,122,462
㈶化学及血清療法

2015年4月

助成金交付

2015年7月

助成金交付

2015年7月

助成金交付

2015年9月

人件費

27年度4～9月分按分配賦

7,737,332 等開発支援センター

2015年9月

賃借料

27年度4～9月分按分配賦

1,548,014 等開発支援センター

2015年9月

その他管理事務費

27年度4～9月分按分配賦

825,982 等開発支援センター

平成27年度上半期計
2015年10月

消費税仕入税額控除分 細胞培養法開発2次事業実生産施
戻し
設整備

細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備27年度7～9月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備27年度7～9月

470,000,000 研究所

306,655,200 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

900,360,000 研究所

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

1,687,126,528
-1,417,839,335 北里第一三共ﾜｸﾁﾝ㈱

2015年10月

助成金交付

2015年10月

助成金交付

2016年3月

人件費

27年度10～3月分按分配賦

8,111,016 等開発支援センター

2016年3月

賃借料

27年度10～3月分按分配賦

1,689,337 等開発支援センター

2016年3月

その他管理事務費

27年度10～3月分按分配賦

875,076 等開発支援センター

平成27年度下半期計
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備28年度4～6月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備28年度4～6月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備28年度7～9月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備28年度7～9月

1,501,740,000 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

700,000,000 研究所

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

794,576,094

2016年4月

助成金交付

2016年4月

助成金交付

2016年7月

助成金交付

2016年7月

助成金交付

2016年9月

人件費

28年度4～9月分按分配賦

6,979,494 等開発支援センター

2016年9月

賃借料

28年度4～9月分按分配賦

1,681,664 等開発支援センター

2016年9月

その他管理事務費

28年度4～9月分按分配賦

505,009 等開発支援センター

平成28年度上半期計
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備28年度10～12月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備28年度10～12月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備28年度1～3月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備28年度1～3月

454,345,200 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

3,054,282,390 研究所

650,274,480 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

1,107,434,975 研究所

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

5,275,503,212

2016年10月

助成金交付

2016年11月

助成金交付

2017年1月

助成金交付

2017年1月

助成金交付

2017年3月

人件費

28年度10～3月分按分配賦

8,179,943 等開発支援センター

2017年3月

賃借料

28年度10～3月分按分配賦

1,715,983 等開発支援センター

552,435,512 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

417,231,719 研究所

1,023,236,721 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

2,628,151,028 研究所

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

2017年3月

その他管理事務費

28年度10～3月分按分配賦

平成28年度下半期計
2017年4月
2017年4月
2017年4月
2017年5月
2017年7月
2017年7月

細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備29年度4～6月
細胞培養法開発2次追加事業実生
助成金交付
産施設整備29年度4～6月
消費税仕入税額控除分 細胞培養法開発2次追加事業実生
戻し
産施設整備
消費税仕入税額控除分 細胞培養法開発2次追加事業実生
戻し
産施設整備
細胞培養法開発2次追加事業実生
助成金交付
産施設整備29年度7～9月
細胞培養法開発2次追加事業実生
助成金交付
産施設整備29年度7～9月
助成金交付

一般社団法人未承認薬

1,503,082 等開発支援センター
4,632,453,988
1,604,435,443 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

3,707,873,544 研究所

㈶化学及血清療法

-1,418,000 研究所

-16,028,594 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

1,983,744,000 研究所

430,585,563 武田薬品工業㈱
一般社団法人未承認薬

2017年9月

人件費

29年度4～9月分按分配賦

4,771,561 等開発支援センター

2017年9月

賃借料

29年度4～9月分按分配賦

1,753,406 等開発支援センター

2017年9月

その他管理事務費

29年度4～9月分按分配賦

968,729 等開発支援センター

平成29年度上半期計
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備29年度10～12月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備29年度10～12月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備29年度1～3月
細胞培養法開発2次追加事業実生
産施設整備29年度1～3月

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

7,716,685,652

2017年10月

助成金交付

2017年10月

助成金交付

2018年1月

助成金交付

2018年1月

助成金交付

2018年3月

人件費

29年度10～3月分按分配賦

5,278,238 等開発支援センター

2018年3月

賃借料

29年度10～3月分按分配賦

1,660,194 等開発支援センター

2018年3月

その他管理事務費

29年度10～3月分按分配賦

1,392,300 等開発支援センター

平成29年度下半期計
2018年5月

消費税仕入税額控除分 細胞培養法開発2次追加事業実生
戻し
産施設整備

223,116,681 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

3,065,126,698 研究所

143,035,200 武田薬品工業㈱
㈶化学及血清療法

164,449,609 研究所

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

3,604,058,920
-438,545,132 武田薬品工業㈱
一般社団法人未承認薬

2018年9月

人件費

30年度4～9月分按分配賦

2,454,720 等開発支援センター

2018年9月

賃借料

30年度4～9月分按分配賦

832,768 等開発支援センター

2018年9月

その他管理事務費

30年度4～9月分按分配賦

1,131,641 等開発支援センター

平成30年度上半期計

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

-434,126,003
一般社団法人未承認薬

2019年3月

人件費

30年度10～3月分按分配賦

2,838,864 等開発支援センター

2019年3月

賃借料

30年度10～3月分按分配賦

811,898 等開発支援センター

2019年3月

その他管理事務費

30年度10～3月分按分配賦

655,782 等開発支援センター

平成30年度下半期計

一般社団法人未承認薬
一般社団法人未承認薬

4,306,544

