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1.1 名称 

 

公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 

Hydrogen Energy Test and Research Center （略称：HyTReC） 

 

1.2 設立年月日 

 

 平成２１年３月６日 

 

1.3 所在地 

 

福岡県福岡市博多区東公園７番７号 福岡県商工部新産業･技術振興課内 

 ※平成２２年４月１日から 福岡県糸島市富９１５－１ に移転 

 

1.4 目的 

 

 水素エネルギーの開発促進、水素エネルギー新産業の育成、集積により、福岡県の産業

の活性化と県民生活の質的向上を目的とする。 

 

1.5 事業内容 

 

（１）水素エネルギー関連製品の製品試験事業 

（２）水素エネルギー関連製品の研究開発事業 

（３）水素エネルギーに関する研究交流事業 

（４）その他前各号に関連する事業 

 

1.6 基本財産 

 

 １５０，０００，０００円（福岡県出資１５０，０００，０００円） 
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1.7 公益財団法人への移行   

 

事業の公益性を確保するため、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５

条に規定する公益認定を受けた。 

  

認定年月日  平成２１年９月１日 

 

1.8 役員等 

 

（１） 評議員 

 

設立時 

麻生 渡   （福岡県 知事） 

松家 繁   （福岡県商工部 部長） 

塚元 憲郎  （福岡県商工部 次長） 

 

平成２１年９月５日改正 

就任 

松本 嶺男  （前原市 市長） 

東 義    （新日鉄エンジニアリング(株) 取締役常務執行役員） 

河合 大洋  （トヨタ自動車(株) 第２技術開発本部 FC 開発部長） 

上羽 尚登  （岩谷産業(株) 専務取締役） 

佐久間 雄一郎（新日本石油(株) FC･ソーラー事業部副部長） 

退任 

塚元 憲郎   

 

（２） 理事 

 

 設立時 

渡邊 正五  （(財)日本自動車研究所 FC･EV センター長） 

藤元 正二  （福岡県商工部新産業･技術振興課 課長） 

赤尾 哲之  （福岡県商工部新産業･技術振興課 課長技術補佐） 
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平成２１年７月１日改正 

就任 

菊川 重紀  （(財)石油産業活性化センター 主任研究員） 

 田代 裕靖  （福岡県商工部新産業･技術振興課 企画監） 

退任 

藤元 正二 

赤尾 哲之 

  

（３） 監事 

 

設立時 

加唐 司   （福岡県商工部新産業･技術振興課 課長補佐） 

 

平成２１年７月１日改正 

就任 

野下 邦夫  （公認会計士(福岡監査法人代表社員)） 

 退任 

  加唐 司 

 

（４） 顧問 

 

 平成２１年８月１７日就任 

  本田 國昭  （(株)ガスアンドパワー 常勤監査役） 

 

 平成２１年８月１９日就任 

  近藤 良之  （国立大学法人九州大学 教授） 

 

 平成２１年８月２０日就任 

  岡崎 健   （水素エネルギー協会 会長） 

  亀井 隆徳  （(財)石油産業活性化センター 常務理事） 

  岸田 栄二  （(財)日本自動車研究所 理事） 

 

 平成２１年８月２４日就任 

  村上 敬宜  （国立大学法人九州大学 理事･副学長） 
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平成２１年９月７日就任 

  佐々木 一成 （国立大学法人九州大学 教授） 

 

（５） 特別アドバイザー 

 

 平成２１年１２月２３日就任 

  中村 博   （元 本田技研工業(株)渉外部主幹） 

 

注１）括弧内の所属･役職は就任時を表す。 

 

注２）平成２２年３月３１日現在の状況を下表に示す。 

 

評議員（７名） 麻生 渡 福岡県 知事 

松家 繁 福岡県商工部 部長 

松本 嶺男 糸島市 市長 

東  義 新日鉄エンジニアリング株式会社 取締役 

河合 大洋 トヨタ自動車株式会社 第２技術開発本部 ＦＣ開発部長 

上羽 尚登 岩谷産業株式会社 専務取締役 

佐久間 雄一郎 新日本石油株式会社 ＦＣ・ソーラー事業部 副部長 

理事（３名） 渡邊 正五 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター  

センター長 

菊川 重紀 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター  

副センター長 

田代 裕靖 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター  

事務局長 

監事（１名） 野下 邦夫 公認会計士（福岡監査法人代表社員） 

顧問（７名） 村上 敬宜 国立大学法人九州大学 理事・副学長 

近藤 良之 国立大学法人九州大学 教授 

佐々木 一成 国立大学法人九州大学 教授 

岡崎 健 水素エネルギー協会 会長 

亀井 隆徳 財団法人石油産業活性化センター 常務理事 

本田 国昭 株式会社ガスアンドパワー 常勤監査役 

岸田 栄二 財団法人日本自動車研究所 理事 

特別アドバイ

ザー（１名） 

中村 博 元 本田技研工業株式会社 渉外部 主幹 

※敬称略 
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1.9 職員（平成２２年３月３１日現在） 

 

（１）職員数 

 

職員数 前期末比増減 備考 

男子 ８名 ＋８ ３月１日付任用職員３名を含む。 

女子 １名 ＋１  

合計 ９名 ＋９  

 

（２）組織図 

                                

            理事長 

兼 センター長 

           

                       

                       

                
  
               

          
                          

         

      理事 

兼 副センター長 

   
理事 

兼 事務局長 

（県職兼務） 

     

              

              

          
  

           
  

         

          
  

       事務マネージャー 

（県派遣） 

     

          
  

            

          
  

            

          
  

           
  

         

      技術スタッフ 

（県派遣） 

   事務スタッフ 

（嘱託職員） 

     

              

              

         
  
                      

      テクニシャン ３名 

（技能員） 

                 

                       

                       
 

注１） 職員の配置は平成２１年４月１日から。 

注２） 職員のうち３名は役員を兼ねる。 
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1.10 ロゴマーク 

 

 センターのシンボルとなるロゴマークを公募し、応募総数１，１０８点の中から選定し

た。  

 

ロゴマークの意味 

･水素原子（陽子と電子）をモチーフに躍動感を表現。･

赤い｢Ｃ｣は、このセンターが水素エネルギー社会実現

に向け世界の中心（Center，Core）となることを示す。 

 

 

 

公募結果 

① 賞 

最優秀賞１点 ※賞状、賞金３０万円  

廣田 徹 氏（京都府在住） 

優秀賞 ２点 ※賞状、賞金 ５万円  

小柴 雅樹 氏（兵庫県在住） ／ 副島 真理 氏（佐賀県在住）  

② 募集期間  平成２１年５月１５日～６月３０日  

③ 選考方法  水素エネルギー製品研究試験センターロゴマーク選考委員会で選考  

④ 応募総数  １，１０８点  

⑤ ロゴマークの使用方法  各種印刷物、ホームページへの掲載等、広報に使用 

 



 

 

 

 

 

 

２．事業概要 
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2.1 まえがき 

 

当法人は、福岡県が掲げる福岡水素戦略（Hy-Life プロジェクト）における「水素エネル

ギー新産業の育成・集積」を推進する中核的機関として重要な役割を担うものである。 

水素エネルギー新産業の育成・集積のためには、多様な企業の参入促進・競争環境の創

出により、各種関連製品の低コスト化・高性能化を図ることが必要である。また、民間企

業が水素エネルギー新産業へ新規参入するためには、水素ガス環境下での製品試験により、

自社製品の性能・信頼性を証明することが不可欠である。しかしながら、水素ガス環境下

における製品試験には高額な初期投資が必要であることから、特に中小・ベンチャー企業

が水素エネルギー新産業に新規参入する際の大きな妨げとなっている。 

当法人では、このような課題を解決し、九州大学及び産業技術総合研究所水素材料先端

科学研究センターの世界最先端の研究成果をもとに、今まで国内で実施できなかった水素

関連製品の研究試験を行うため「水素エネルギー製品研究試験センター」を建設し、産業

界の水素エネルギー関連製品の開発を支援していく。 

平成２０、２１年度は平成２２年４月のセンター開所に向け、主に組織体制の強化、セ

ンター建屋･設備の整備や広報活動を行った。 

 

2.2 組織運営 

 

（１） 評議員会の開催状況及び主要審議事項 

 

（平成２１年） 

４月 １日 一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第１回評議員会（臨時） 

第１号議案  平成２１年度事業計画(案) 

第２号議案  平成２１年度予算(案) 

第３号議案  役員報酬規程の制定 

第４号議案  退職慰労金規程の制定 

第５号議案  役員報酬の決定 

６月２６日 一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第２回評議員会（通常） 

第１号議案  第２回評議員会（定時）の開催   

第２号議案  規則等の制定 

第３号議案  副センター長の選任  

第４号議案  事務局長の退任及び選任 

第５号議案  顧問の選任 
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９月 ５日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第１回評議員会（臨時） 

第１号議案  定款の変更 

第２号議案  評議員の退任及び選任 

（平成２２年） 

３月３１日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第２回評議員会（臨時） 

第１号議案  公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 

事務所所在地の変更 

       第２号議案  平成２２年度事業計画（案） 

       第３号議案  平成２２年度収支予算（案） 

 

（２） 理事会の開催状況及び主要審議事項 

 

（平成２１年） 

 ４月 １日 一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第１回理事会（臨時） 

第１号議案  第１回臨時評議員会の開催 

第２号議案  組織規則の制定 

第３号議案  役員就業規則の制定  

第４号議案  顧問の報酬及び費用弁償に関する規則の制定 

第５号議案  職員就業規則の制定 

第６号議案  職員の給料及び旅費等支給規則の制定 

第７号議案  嘱託職員任用規則の制定 

第８号議案  嘱託職員給与規則の制定 

第９号議案  嘱託職員休暇規則の制定 

第 10 号議案  特別アドバイザー設置等規則の制定 

第 11 号議案  事務局長の選任 

第 12 号議案  特別アドバイザーの選任 

６月２５日 一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第２回理事会（通常） 

第１号議案  第２回評議員会（定時）の開催 

第２号議案  規則等の制定 

第３号議案  副センター長の選任  

第４号議案  事務局長の退任及び選任 

第５号議案  顧問の選任 

８月２４日 一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第３回理事会（臨時） 

第１号議案  公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 

平成２１年度第１回評議員会（臨時）の開催 

第２号議案  規則の制定及び一部改正 
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１２月１５日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第１回理事会（臨時） 

第１号議案  公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 

特別アドバイザー設置等規則の一部改正 

第２号議案  特別アドバイザーの選任 

（平成２２年） 

３月 １日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第２回理事会（臨時） 

第１号議案  規則の制定及び一部改正 

第２号議案  評議員会審議事項の提案 

 

2.3 水素エネルギー製品研究試験センター竣工 

 

当センターは、福岡県が経済産業省のイノベーション促進拠点整備事業の採択を受け、

「水素エネルギー新産業の育成･集積」を推進する拠点機関として福岡県糸島市富に建設し

たものである。 

 

（１） 施設の概要 

 

施設竣工  建物  平成２２年２月２５日 

      設備  平成２２年３月２３日 

建築構造  試験棟 RC 造、平屋 

      事務棟 RS 造、２階建 

延床面積  約１，９７４．１２㎡ 

敷地面積  約５，３６１．２８㎡ 

 主要施設  高圧水素試験室、低圧水素試験室、振動試験室、外水圧試験室、破裂･耐久 

試験室、分析室、共用工作室、集中監視室、セミナー室 
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（２） 主な施設設備 

 

① 高圧水素試験室 

試験体（複合容器、バルブ、流量計等）へ高圧水素の充てんまたは流通を繰り返す耐久

試験や周りの温度を変化させる環境試験を実施する。 

 

圧力･流量制御ユニット 

 設計圧力：９９MPa 

 水素流量：１５m3／hr 

耐爆カバー 

 耐爆カバー内寸法：１０００（直径）×２０００mm 

温度調整装置 

 試験温度：－４０℃～８５℃ 

 

   

耐爆カバー／圧力･流量制御ユニット   開扉時       水素ブースター／蓄圧器 
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② 低圧水素試験室 

試験体の周りの温度を変化させる環境試験を実施する。同時に燃料電池内を模擬して加

湿／性状調整された水素を流通させる試験の実施が可能。また、低圧水素試験室の４部屋

中２部屋はフリースペース（空き部屋）としているため、利用者が自前の試験装置を持ち

込むことで第二の試験室として利用できる。また、当センターの移動式昇圧設備を利用す

ることで低圧から高圧（１１０MPa）の水素を使った試験も実施可能。 

 

水素加湿／性状調整設備 

 性状調整：加湿、CO、CO2 等不純物混合 

 水素流量：５０L／min 

環境試験設備 

 設計圧力：０.９MPa 

 試験温度：－７０℃～１８０℃ 

 内寸法：１０００（W）×９９８（H）×８１０（D）mm 

 

    

（左）水素加湿／性状調整設備        環境試験設備開扉時 

（右）環境試験設備 

    

フリースペース               移動式昇圧設備     
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③ 振動試験室 

 ２００kg までの試験体に対して振動試験の実施が可能。振動中に加湿／性状調整された

水素を流通させることができる。さらに、試験体の周りの温度を変化させる環境試験が同

時に実施可能。 

 

環境試験設備･振動試験設備 

 加振力：２３００kgf（サイン波） 

 振動数：数Ｈz～３０００Ｈz 

 最大搭載質量：２００kg（冶具含む） 

 試験温度：－７３℃～１８０℃ 

 内寸法：１１６８（W）×１２７０（H）×１１１８（D）mm 

水素加湿／性状調整設備 

 性状調整：加湿、CO、CO2 等不純物混合 

       

環境試験設備      開扉時         水素加湿／性状調整設備 

振動試験設備 

 

④ 外水圧試験室 

 水素ガス等を充てんした容器（試験体）を水槽内に設置し、水槽内部（容器の外側）の

水を加圧／減圧することで容器の耐久試験を実施する。当試験設備は、ガスを充てんする

耐久試験よりも試験時間を短縮できることが特徴。 

 

外水圧試験設備 

水槽内圧力：０～８７.５MPa 

繰返し速度：０.５cycle／min 

水槽寸法：４００（直径）×１１００（H）mm 

試験温度：常温 
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水圧圧力サイクル付加装置部         加圧容器部（水槽部） 

 

⑤ 破裂･耐久試験室 

 複合容器等に対して、水圧を使った破裂試験と圧力サイクル試験を実施する。安全のた

め試験はピット内で実施。 

 

水加圧試験設備 

圧力サイクル試験時 

最大圧力：１３０MPa 

繰返し速度：４cycle／min 

破裂試験時 

 最大圧力：３４３MPa 

試験ピット 

 試験ピット内寸法：２４００（W）×３２００（L）×２０００（H）mm 

 

    

水加圧試験設備               試験ピット 

 

⑥ 分析室 

 試験後の試験体の表面観察、水素進入量測定、および各種クロマトグラフ解析の実施が

可能。 
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電子顕微鏡（SEM）＋エネルギー分散型 X 線分

析装置（EDS） 

分解能：３nm（低真空時４nm） 

ＥＤＳ検出元素範囲：Be～U 

                        

                      

                      

                  

 

共焦点レーザー顕微鏡 

倍率：１１０～１７０００倍 

XY 平面分解能：１nm 

光源：４０５nm 半導体レーザー 

 

 

 

 

 

デジタルマイクロスコープ 

光学倍率：１～１４００倍 

 

 

 

 

 

 

 

水素定量分析装置 

金属･樹脂等試料中の侵入水素量を一定の昇温

速度にて定量分析が可能 

最高加熱温度：１０００℃ 
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ガスクロマトグラフ 

無機ガス、揮発性有機化合物の定性定量分析が

可能 

検出器：FID、TCD、化学発光硫黄検出器（SCD）、

四重極型質量分析計 

 

 

 

 

イオンクロマトグラフ 

陽イオン、陰イオン成分を同時に分析可能 

検出器：電気伝導度検出器 

 

 

 

 

 

 

高速液体クロマトグラフ 

各種有機化合物の定性定量分析が可能 

検出器：可変波長紫外可視検出器 
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⑦ 共用工作室 

 試験体冶具作製や試験体取付け作業等に利用。 

 

 

⑧ 集中監視室 

各試験室内に防爆カメラ及びガス漏洩検知器を設置し、集中監視室から監視、一斉管理。 

 

集中監視設備 

 

⑨ セミナー室 

 水素関連セミナーや安全講習会等を開催し、最新の水素関連情報の発信や人材育成を支

援する。 
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（３） おもな安全対策 

  

当センターでは製品になる前の開発品を取り扱うという点から、水素の漏洩や試験対の

破裂等の様々な事態を予測し、安全に試験を行うことができるよう法令の定め以上の安全

対策を行っている。 

  

① 試験室の周囲は厚さ２５０mm の鉄筋コンクリート壁で隔離 

② 試験室内に水素センサーを設置 

③ 試験室内は毎時３０回の強制換気（写真は強制換気設備） 

 

④ 試験実施時は試験室への立ち入り禁止 

⑤ 試験室と前処理室間には防弾ガラスと耐火ガラスの二重構造監視窓を設置（写真は二重

構造監視窓） 

 

⑥ 試験室内へ防爆カメラを設置し、集中監視室から監視 

⑦ 高圧水素の試験は厚さ８mm の鋼製耐爆カバー内で実施 

⑧ 高圧水素試験室の水素ブースターと蓄圧器は障壁内に設置 

⑨ 高圧水素試験室の電気製品はすべて防爆仕様 
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2.4 広報活動等 

 

（１）企業訪問 

顧客となる企業のニーズの把握や当センターの事業紹介のため、燃料電池自動車、水素

ステーション関連企業を中心に企業訪問による営業活動を実施した。 

 

（２）展示会･技術展への出展 

 水素エネルギー関連の展示会や技術展にブースを出展し、センターの周知及び営業活動

を行った。 

 

① 水素エネルギー先端技術展２００９ 

会期：平成２１年１０月２１日～２３日 

会場：西日本総合展示場 

参加者数：約３３，５００人（主催者発表） 
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② 福岡自動車博覧会 

会期：平成２１年１２月１１日～１４日 

会場：福岡国際会議場 

参加者数：約８８，０００人（主催者発表） 

 

  

 

③ 水素先端世界フォーラム２０１０ 

会期：平成２２年２月３日 

会場：グランドハイアット福岡 

参加者数：４５０人（主催者発表） 

 

  

 

④ FC EXPO ２０１０ 

会期：平成２２年３月３日～５日 

会場：東京ビッグサイト 

参加者数：８０，０４５人（主催者発表） 
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（３）各種セミナー･講演会への講師派遣 

 国内外の水素エネルギー関連セミナーや講演会に講師を派遣した。 

 

① 福岡水素エネルギー戦略会議 平成２１年度総会（平成２１年７月２３日：西鉄グラン

ドホテル） 

「水素関連製品の開発支援拠点 HyTReC の挑戦」センター長 渡邊 正五 

  

② ものづくりセンター開設における記念講演（平成２１年９月１５日：久留米工業大学） 

「次世代環境自動車の開発動向」センター長 渡邊 正五 

 

③ 第１回 FC EXPO セミナー In 福岡（平成２１年１０月２２日：北九州国際会議場） 

「水素エネルギー社会実現に向けた福岡の挑戦」センター長 渡邊 正五 

 

④ 社団法人日本火災学会 第４８回火災科学セミナー（平成２１年１０月２９日：愛知県

名古屋市中区役所ホール） 

「低炭素社会の実現に向けた新技術の動向―水素ステーションの火災安全対策―」 

副センター長 菊川 重紀 

 

⑤ 日本の環境先端技術セミナー（平成２１年１０月３０日：米国テキサス州ヒューストン 

ライス大学、１１月２日：米国マサチューセッツ州政府所有ビル内） 

「水素燃料電池」センター長 渡邊 正五 

 

⑥ 大阪科学技術センター燃料電池部会 第１９０回定例会（平成２１年１１月２５日：前

原市 南風台集会所） 

 「水素エネルギー製品研究試験センターの挑戦」センター長 渡邊 正五 

 

⑦ ドイツ ノルトライン・ヴェストファーレン（NRW）州 FC＆水素ネットワーク年次報
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告会（平成２１年１２月１０日：ドイツ NRW 州デュッセルドルフ インターコンチネ

ンタルホテル） 

「水素エネルギー社会実現に向けた福岡の挑戦」センター長 渡邊 正五 

 

2.5 その他の活動 

 

（１） 水素・燃料電池普及啓発事業 

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が実施する「水素・燃 

料電池実証プロジェクト（JHFC）」の一環として、財団法人エンジニアリング振興協会 

から「福岡地域における『水素・燃料電池普及啓発活動』」事業を受託し、九州大学及び北 

九州水素ステーションの運用並びに水素エネルギーや燃料電池の普及啓発活動を行った。 

   

① 九州大学水素ステーションの運用 

開所  平成２１年９月１８日 

運用  燃料電池自動車等への水素供給を実施 

  

② 北九州水素ステーションの運用 

   開所  平成２１年９月１８日 

   運用  燃料電池自動車等への水素供給を実施 

 

③ 社会受容性の向上 

展示会等で燃料電池自動車の試乗会を開催し、水素エネルギーに関する広報活動を

実施した。 

  ・水素エネルギー先端技術展２００９（平成２１年１０月２１日～２３日：西日本総 

合展示場） 

  ・燃料電池バス試乗会（平成２１年１２月１１日～１４日：福岡県庁、福岡水素タウ

ン、九州大学伊都キャンパス） 

 

（２）後援事業 

 

①  福岡水素エネルギー戦略会議が産業界等の水素関連人材育成を支援するために運

営する「福岡水素エネルギー人材育成センター」主催の下記講習会に対して後援した。 

 

経営者コース（平成２１年１１月１１日） 

技術者育成コース（平成２１年７月２８日～３１日、１１月１７日～２０日） 
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高度人材育成コース（平成２１年９月２日～４日） 

 

②  福岡水素エネルギー戦略会議、経済産業省九州経済産業局、福岡県等が主催する「水

素エネルギー先端技術展２００９」に対して後援した。 

 

水素エネルギー先端技術展２００９（平成２２年１０月２１日～２３日：西日本総合

展示場） 

 

③  独立行政法人産業技術総合研究所、福岡水素エネルギー戦略会議、福岡県、国立大

学法人九州大学主催が主催する「水素先端世界フォーラム２０１０」に対して後援し

た。 

   

      水素先端世界フォーラム２０１０（平成２２年２月３日：グランドハイアット福岡、 

４日：九州大学伊都キャンパス） 

 

（３）寄稿論文等 

  

① 財団法人日本自動車研究所 所報「自動車研究第 31 巻第 6 号」センター長 渡邊 正

五 

「安全への取組み」 

 

② 水素エネルギー協会「水素エネルギー協会会誌 Vol.34,No.2」センター長 渡邊 正五 

「総論：自動車用燃料としての水素」 

 

③ 水素エネルギー協会「水素エネルギー協会会誌 Vol.34,No.4」副センター長 菊川 重

紀 

「水素関連製品の開発支援拠点誕生！水素エネルギー製品研究試験センターの紹介」 



 

 

 

 

 

 

３．財務 



3.1　平成２０年度会計

貸借対照表（一般財団法人）

当 年 度 前 年 度 増　 減

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 1,649,188

　普通預金 1,649,188

流動資産合計 1,649,188

２　固定資産

　（１）　基本財産

現金預金 150,000,000

　普通預金 150,000,000

基本財産合計 150,000,000

　　 固定資産合計 150,000,000

　資産合計 151,649,188

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 1,646,820

流動負債合計 1,646,820

　負債合計 1,646,820

Ⅲ　正味財産の部

１　指定正味財産

寄付金 150,000,000

指定正味財産合計 150,000,000

（うち基本財産への充当額） (150,000,000)

２　一般正味財産 2,368

正味財産合計 150,002,368

　負債及び正味財産合計 151,649,188

注）設立初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

科　　 目

平成２１年３月３１日現在

（単位：円）
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正味財産増減計算書（一般財団法人）

当 年 度 前 年 度 増　 減 備　 考

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　 １．経常増減の部

　（１）　経常収益

基本財産運用益 2,368

基本財産受取利息 2,368

受取補助金等 1,315,180

受取地方公共団体補助金 1,315,180

　経常収益計 1,317,548

　（２）　経常費用

【管理費】

消耗什器備品費 1,252,660

租税公課 60,000

雑費 2,520

　経常費用計 1,315,180

当期経常増減額 2,368

当期一般正味財産増減額 2,368

一般正味財産期首残高 0

一般正味財産期末残高 2,368

Ⅱ　指定正味財産増減の部

受取寄付金 150,000,000

受取寄付金 150,000,000

基本財産運用益 2,368

基本財産受取利息 2,368

一般正味財産への振替額 △ 2,368

一般正味財産への振替額 △ 2,368

当期指定正味財産増減額 150,000,000

指定正味財産期首残高 0

指定正味財産期末残高 150,000,000

Ⅲ　正味財産期末残高 150,002,368

注）設立初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。

　　受取寄付金150,000,000円は、福岡県からの出捐金である。

科　　 目

（単位：円）平成２１年３月６日から平成２１年３月３１日まで
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財務諸表に対する注記（一般財団法人）

１．継続事業の前提に関する注記

　　該当なし。

２．重要な会計方針

（１）消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は、税込方式による。

３．会計方針の変更

　　該当なし。

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

現金預金 0 150,000,000 0 150,000,000

合計 0 150,000,000 0 150,000,000

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

　　

基本財産

現金預金 150,000,000 150,000,000 （0） （0）

合計 150,000,000 150,000,000 （0） （0）

６．担保に供している資産

　　該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　（直接法により減価償却を行っている場合）

　　該当なし。

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

　（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

　　該当なし。

９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

　　該当なし。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

　　該当なし。

科　目 当期末残高
(うち指定正味財
産からの充当額)

(うち一般正味財
産からの充当額)

(うち負債
に対応する額)
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１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金

平成20年度
運営事業費補助金 福岡県 0 2,962,000 1,315,180 1,646,820 流動負債

0 2,962,000 1,315,180 1,646,820

１２．基金及び代替基金の増減額及びその残高

　　該当なし。

１３．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

金　　　額

2,368

2,368

１４．関連当事者との取引の内容

　　該当なし。

１５．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

　　該当なし。

１６．重要な後発事象

　　該当なし。

貸借対照表上
の記載区分

合計

内　　　容

経常収益への振替額

基本財産受取利息

当期減少額 当期末残高

合　　　計

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額
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付属明細書（一般財団法人）

１．基本財産及び特定資産の明細

　　基本財産について、財務諸表の注記に記載をしているため、内容の記載を省略す

　る。

　　特定資産は、該当なし。

２．引当金の明細

　　該当なし。
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財産目録（一般財団法人）

場所・物量等 使用目的等 金　 額

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 普通預金 運転資金として 1,649,188

福岡銀行県庁内支店

　　流動資産合計 1,649,188

２　固定資産

　（１）基本財産

現金預金 普通預金 当法人の事業を行うための 150,000,000

福岡銀行県庁内支店 財産として

　　固定資産合計 150,000,000

資産合計 151,649,188

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 福岡県への 福岡県への平成２０年度運営事業費 1,646,820

補助金返納分 補助金の返納

　　流動負債合計 1,646,820

負債合計 1,646,820

正味財産 150,002,368

平成２１年３月３１日現在

（単位：円）

貸借対照表科目
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3.2　平成２１年度会計　一般財団法人

貸借対照表（一般財団法人）

当 年 度 前 年 度 増　　 減

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 84,081,606 1,649,188 82,432,418

　普通預金 84,081,606 1,649,188 82,432,418

流動資産合計 84,081,606 1,649,188 82,432,418

２　固定資産

　（１）　基本財産

現金預金 150,000,000 150,000,000 0

　普通預金 0 150,000,000 △ 150,000,000

　定期預金 150,000,000 0 150,000,000

基本財産合計 150,000,000 150,000,000

　（２）　特定資産 0 0 0

　（３）　その他固定資産

建設仮勘定 2,469,600 0 2,469,600

その他固定資産合計 2,469,600 0 2,469,600

固定資産合計 152,469,600 150,000,000 2,469,600

　資産合計 236,551,206 151,649,188 84,902,018

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 3,408,155 1,646,820 1,761,335

前受金 82,404,951 0 82,404,951

預り金 730,068 0 730,068

流動負債合計 86,543,174 1,646,820 84,896,354

２　固定負債

固定負債合計 0 0 0

　負債合計 86,543,174 1,646,820 84,896,354

平成２１年８月３１日現在

（単位：円）

科　　 目
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Ⅲ　正味財産の部

１　指定正味財産

寄付金 150,000,000 150,000,000 0

指定正味財産合計 150,000,000 150,000,000 0

（うち基本財産への充当額） ( 150,000,000) ( 150,000,000) (0)

２　一般正味財産 8,032 2,368 5,664

正味財産合計 150,008,032 150,002,368 5,664

　負債及び正味財産合計 236,551,206 151,649,188 84,902,018
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正味財産増減計算書（一般財団法人）

当 年 度 前 年 度 増　 減 備 　考

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　 １．経常増減の部

　（１）　経常収益

基本財産等運用益 5,664 2,368 3,296

基本財産等受取利息 5,664 2,368 3,296

受取補助金等 18,997,649 1,315,180 17,682,469

受取地方公共団体補助金 18,997,649 1,315,180 17,682,469

　経常収益計 19,003,313 1,317,548 17,685,765

　（２）　経常費用

【管理費】

[人件費]

役員報酬 11,177,587 0 11,177,587

給料手当 2,921,424 0 2,921,424

福利厚生費 566,183 0 566,183

[一般管理費]

会議費 197,704 0 197,704

諸謝金 400,000 0 400,000

旅費交通費 1,118,120 0 1,118,120

通信運搬費 154,747 0 154,747

消耗品費 342,211 0 342,211

消耗什器備品費 0 1,252,660 △ 1,252,660

賃借料 59,850 0 59,850

業務委託費 1,580,160 0 1,580,160

支払負担金 197,712 0 197,712

租税公課 211,900 60,000 151,900

雑費 70,051 2,520 67,531

　経常費用計 18,997,649 1,315,180 17,682,469

当期経常増減額 5,664 2,368 3,296

科　　 目

平成２１年４月１日から平成２１年８月３１日まで （単位：円）
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２．経常外増減の部

　（１）　経常外収益

　　　　経常外収益計 0 0 0

　（２）　経常外費用

　経常外費用計 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0

当期一般正味財産増減額 5,664 0 5,664

一般正味財産期首残高 2,368 0 2,368

一般正味財産期末残高 8,032 0 8,032

Ⅱ　指定正味財産増減の部

受取寄付金 0 150,000,000 △ 150,000,000

受取寄付金 0 150,000,000 △ 150,000,000

基本財産運用益 5,664 2,368 3,296

基本財産受取利息 5,664 2,368 3,296

一般正味財産への振替額 △ 5,664 △ 2,368 △ 3,296

一般正味財産への振替額 △ 5,664 △ 2,368 △ 3,296

当期指定正味財産増減額 0 150,000,000 △ 150,000,000

指定正味財産期首残高 150,000,000 0 150,000,000

指定正味財産期末残高 150,000,000 150,000,000 0

Ⅲ　正味財産期末残高 150,008,032 150,002,368 5,664
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財務諸表に対する注記（一般財団法人）

１．継続事業の前提に関する注記

　　該当なし。

２．重要な会計方針

（１）消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は、税込方式による。

３．会計方針の変更

　　該当なし。

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

普通預金 150,000,000 0 150,000,000 0

定期預金 0 150,000,000 0 150,000,000

合計 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

　　

基本財産

定期預金 150,000,000 150,000,000 （0） （0）

合計 150,000,000 150,000,000 （0） （0）

６．担保に供している資産

　　該当なし。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　（直接法により減価償却を行っている場合）

　　該当なし。

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

　（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

　　該当なし。

９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

　　該当なし。

科　目 当期末残高
(うち指定正味財
産からの充当額)

(うち一般正味財
産からの充当額)

(うち負債
に対応する額)
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１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

　　該当なし。

１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金
平成20年度運営
事業費補助金 福岡県 1,646,820 0 1,646,820 0

平成20年度(繰越)
及び平成21年度運
営事業費補助金

福岡県 0 101,402,600 18,997,649 82,404,951 流動負債

1,646,820 101,402,600 20,644,469 82,404,951

１２．基金及び代替基金の増減額及びその残高

　　該当なし。

１３．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

金　　　額

5,664

5,664

１４．関連当事者との取引の内容

　　該当なし。

１５．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

　　該当なし。

１６．重要な後発事象

　　該当なし。

当期末残高

内　　　容

経常収益への振替額

基本財産受取利息

合　　　計

貸借対照表上
の記載区分

合計

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額
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付属明細書（一般財団法人）

１．基本財産及び特定資産の明細

　　基本財産について、財務諸表の注記に記載をしているため、内容の記載を省略す

　る。

　　特定資産は、該当なし。

２．引当金の明細

　　該当なし。
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財産目録（一般財団法人）

場所・物量等 使用目的等 金　　　額

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 普通預金 84,081,606

福岡銀行県庁内支店 運転資金として

　　流動資産合計 84,081,606

２　固定資産

　（１）基本財産

定期預金 福岡銀行県庁内支店 当法人の事業を行うための
財産として 150,000,000

基本財産合計 150,000,000

　（２）特定資産

　（３）その他固定資産

建設仮勘定
センター進入通路
設計監理

2,469,600

　　その他固定資産合計 2,469,600

　　固定資産合計 152,469,600

資産合計 236,551,206

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金
委託事業等に対する
未払い額

センター進入通路設計監理業務、
着工式設営業務委託経費等の
未払い分

3,408,155

前受金
補助金概算払い金 福岡県から平成２０年度（繰越）

及び平成２１年度運営事業費補助金の
概算払い受け金

82,404,951

預り金 職員給与預り金 職員の社会保険料等の預り分 730,068

　　流動負債合計 86,543,174

２　固定負債

　　固定負債合計 0

負債合計 86,543,174

正味財産 150,008,032

貸借対照表科目

平成２１年８月３１日現在

（単位：円）
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3.3　平成２１年度会計　公益財団法人

貸借対照表（公益財団法人）

当 年 度 前 年 度 増　減

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 312,353,451

　普通預金 312,353,451

未収金 868,423,231

流動資産合計 1,180,776,682

２　固定資産

　（１）　基本財産

現金預金 150,000,000

　定期預金 150,000,000

基本財産合計 150,000,000

　（２）　特定資産

現金預金 10,000,000

　定期預金 10,000,000

土地 131,239,250

建物 669,368,402

構築物 95,330,574

機械装置 709,533,216

什器備品 11,178,825

水道施設利用権 476,500

特定資産合計 1,627,126,767

　　 固定資産合計 1,777,126,767

　資産合計 2,957,903,449

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 1,147,764,071

未払費用 30,352,897

預り金 1,618,697

流動負債合計 1,179,735,665

科　　 目

平成２２年３月３１日現在

（単位：円）
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２　固定負債

長期借入金 112,000,000

長期未払金 19,239,250

固定負債合計 131,239,250

　負債合計 1,310,974,915

Ⅲ　正味財産の部

１　指定正味財産

国庫補助金 847,812,758

地方公共団体補助金 638,074,759

寄付金 160,000,000

指定正味財産合計 1,645,887,517

（うち基本財産への充当額） ( 150,000,000)

（うち特定資産への充当額） ( 1,495,887,517)

２　一般正味財産 1,041,017

正味財産合計 1,646,928,534

　負債及び正味財産合計 2,957,903,449

注）公益財団法人移行初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。
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正味財産増減計算書（公益財団法人）

当 年 度 前 年 度 増  減 備 　考

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　 １．経常増減の部

　（１）　経常収益

基本財産等運用益 13,532

基本財産等受取利息 13,532

事業収益 21,285,511

事業収益 21,285,511

受取補助金等 68,966,630

受取国庫補助金 2,187,242

受取地方公共団体補助金 66,779,388

雑収益 979,910

雑収益 979,910

　経常収益計 91,245,583

　（２）　経常費用

【管理費】

[人件費]

役員報酬 17,874,427

給料手当 12,349,538

福利厚生費 2,852,655

[一般管理費]

会議費 432,102

旅費交通費 4,164,085

通信運搬費 357,803

消耗什器備品費 2,953,804

消耗品費 1,546,585

広告宣伝費 1,449,404

光熱水料費 644,977

賃借料 102,181

保険料 16,000

諸謝金 302,614

科　　 目

平成２１年９月１日から平成２２年３月３１日まで （単位：円）
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租税公課 2,819,400

業務委託費 1,306,790

支払負担金 48,636

雑費 143,951

[固定資産]

減価償却費 6,561,724

【事業費】

[センター建設事業]

旅費交通費 1,482,659

消耗什器備品費 11,507,777

消耗品費 9,975

[緊急雇用創出事業]

給料手当 1,170,978

福利厚生費 113,733

旅費交通費 295

雑費 105

[ＪＨＦＣ受託事業]

旅費交通費 278,430

消耗什器備品費 572,280

消耗品費 11,430

租税公課 21,000

委託費 19,114,530

雑費 2,730

　経常費用計 90,212,598

当期経常増減額 1,032,985

２．経常外増減の部

　（１）　経常外収益

　　　　経常外収益計 0

　（２）　経常外費用

　経常外費用計 0

当期経常外増減額 0

当期一般正味財産増減額 1,032,985

一般正味財産期首残高 8,032

一般正味財産期末残高 1,041,017
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Ⅱ　指定正味財産増減の部

受取補助金等 1,554,854,147

受取国庫補助金 850,000,000

受取地方公共団体補助金 704,854,147

受取寄付金 10,000,000

　 受取寄付金 10,000,000

一般正味財産への振替額 68,966,630

一般正味財産への振替額 68,966,630

当期指定正味財産増減額 1,495,887,517

指定正味財産期首残高 150,000,000

指定正味財産期末残高 1,645,887,517

Ⅲ　正味財産期末残高 1,646,928,534

注）公益財団法人移行初年度のため前年度欄及び増減欄に記載すべき金額はない。
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財務諸表に対する注記（公益財団法人）

１．継続事業の前提に関する注記

　　該当なし。

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

　　　固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用している。

（２）消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税込方式による。

３．会計方針の変更

　　該当なし。

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

　定期預金 150,000,000 0 0 150,000,000

特定資産

　定期預金 0 10,000,000 0 10,000,000

　土地 0 131,239,250 0 131,239,250

　建物 0 674,314,354 4,945,952 669,368,402

　構築物 0 96,946,346 1,615,772 95,330,574

　機械装置 0 709,533,216 0 709,533,216

　什器備品 0 11,178,825 0 11,178,825

　水道施設利用権 0 476,500 0 476,500

合計 150,000,000 1,633,688,491 6,561,724 1,777,126,767

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

　　

基本財産

　定期預金 150,000,000 ( 150,000,000) (0) (0)

特定資産

　定期預金 10,000,000 ( 10,000,000) (0) (0)

　土地 131,239,250 0 (0) ( 131,239,250)

　建物 669,368,402 ( 669,368,402) (0) (0)

　構築物 95,330,574 ( 95,330,574) (0) (0)

　機械装置 709,533,216 ( 709,533,216) (0) (0)

　什器備品 11,178,825 ( 11,178,825) (0) (0)

　水道施設利用権 476,500 ( 476,500) （0） （0）

合計 1,777,126,767( 1,645,887,517) （0） （ 131,239,250）

科　目 当期末残高
(うち指定正味財産か

らの充当額)
(うち一般正味財産

からの充当額)
(うち負債

に対応する額)
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６．担保に供している資産

　　土地 131,239,250円（帳簿価額）は、長期借入金112,000,000円の担保に供している。

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　（直接法により減価償却を行っている場合）

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

674,314,354 4,945,952 669,368,402

96,946,346 1,615,772 95,330,574

709,533,216 0 709,533,216

11,178,825 0 11,178,825

476,500 0 476,500

1,492,449,241 6,561,724 1,485,887,517

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

　（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

　　債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

868,423,231 0 868,423,231

868,423,231 0 868,423,231

９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

　　該当なし。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

　　該当なし。

１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金
平成20年度産業
技術研究開発施
設整備費補助金

経済産業省 0 850,000,000 850,000,000 0

平成２０年度(繰
越)及び平成２１年
度運営事業費補助
金

福岡県 82,404,951 622,449,196 704,854,147 0

82,404,951 1,472,449,196 1,554,854,147 0

１２．基金及び代替基金の増減額及びその残高

　　該当なし。

貸借対照表上
の記載区分

合計

科　　目

建物

構築物

機械装置

什器備品

水道施設利用権

合　　計

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金の
当期末残高

債権の
当期末残高

未収金

合　　計

科　　目 債権金額
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１３．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

金　　　額

6,561,724

62,404,906

68,966,630

１４．関連当事者との取引の内容

　　該当なし。

１５．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

　　該当なし。

１６．重要な後発事象

　　該当なし。

内　　　容

経常収益への振替額

減価償却費計上による振替額

事業費及び管理費等の振替額

合　　　計
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付属明細書（公益財団法人）

１．基本財産及び特定資産の明細

　　基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしているため、内容の

  記載を省略する。

２．引当金の明細

　　該当なし。
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財産目録（公益財団法人）

場所・物量等 使用目的等 金　　　額

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 普通預金 運転資金 312,353,451

福岡銀行県庁内支店

未収金 補助金、受託金の未受領分 平成２０年度産業技術研究開発施設
整備費補助金（経済産業省）、平成
２０年度（繰越）及び平成２１年度
運営事業費補助金（福岡県）、平成
２１年度水素エネルギー製品研究試
験センター立ち上げ支援業務受託事
業（福岡県）に係る補助金、受託金
未受領分

868,423,231

　　流動資産合計 1,180,776,682

２　固定資産

　（１）基本財産

定期預金 福岡銀行県庁内支店 公益目的保有財産であり、当法人の
事業を行うための財産 150,000,000

基本財産合計 150,000,000

　（２）特定資産

定期預金 福岡銀行県庁内支店 センター建設用購入用地の支払い資
金 10,000,000

土地 福岡県糸島市富９１５－１
（5,361.28㎡）

公益目的保有財産であり、センター
が製品試験事業、研究開発事業、研
究交流事業に供する土地

131,239,250

建物 福岡県糸島市富９１５－１
（1,974.12㎡）

公益目的保有財産であり、センター
が製品試験事業、研究開発事業、研
究交流事業に供する建物

669,368,402

構築物 福岡県糸島市富９１５－１ 公益目的保有財産であり、センター
が製品試験事業、研究開発事業、研
究交流事業に供する構築物

95,330,574

機械装置 福岡県糸島市富９１５－１
試験研究設備、機器

公益目的保有財産であり、センター
が製品試験事業、研究開発事業、研
究交流事業に供する機械装置

709,533,216

什器備品 福岡県糸島市富９１５－１
試験研究用什器備品

公益目的保有財産であり、センター
が製品試験事業、研究開発事業、研
究交流事業に供する什器備品

11,178,825

水道施設利用権 福岡県糸島市富９１５－１ センター水道設備利用のため
476,500

　　特定資産合計 1,627,126,767

貸借対照表科目

平成２２年３月３１日現在

（単位：円）
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　　固定資産合計 1,777,126,767

資産合計 2,957,903,449

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 資産等に対するもの 建物建設費や機械装置購入等の未払
い分

1,147,764,071

未払費用 管理経費等に対するもの 消耗什器品や消耗品、雑費等の未払
い分

30,352,897

預り金 職員に対するもの 職員の社会保険料等の預り金 1,618,697

　　流動負債合計 1,179,735,665

２　固定負債

長期借入金 福岡県からの借入金 センター建設用地購入資金としての
借入

112,000,000

長期未払金 土地購入に対するもの センター建設用地購入代金分割払い
の未払い分

19,239,250

　　固定負債合計 131,239,250

負債合計 1,310,974,915

正味財産 1,646,928,534
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4.1 行事年表 

 

（平成２１年） 

３月 ６日 一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 設立 

４月 １日 一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第１回理事会（臨時） 

      一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第１回評議員会（臨時） 

４月１０日 第１回設立検討委員会（立ち上げ） 

５月１１日 第２回設立検討委員会（実施設計中間協議） 

６月 ２日 第３回設立検討委員会（高圧試験設備協議） 

６月２５日 一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第２回理事会（通常） 

６月２６日 一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第２回評議員会（通常） 

７月 １日 副センター長就任式 

７月 ２日 第４回設立検討委員会（建屋実施設計最終協議） 

７月２３日 ロゴマーク決定 

８月２４日 一般財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第３回理事会（臨時） 

９月 １日 福岡県で第１号となる公益財団認定を受ける 

９月 ３日 第５回設立検討委員会（低圧試験設備協議） 

９月 ５日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 着工式 

      公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第１回評議員会（臨時） 

１２月１５日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第１回理事会（臨時） 

（平成２２年） 

 ２月 ５日 職員業務研修会 

２月２５日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 建物竣工 

３月 １日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第２回理事会（臨時） 

      職員辞令交付式 

３月２３日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 設備竣工 

 ３月３１日 公益財団法人水素エネルギー製品研究試験センター 第２回評議員会（臨時） 

       ※書面による開催 

 

 


