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2019年９月期 事 業 報 告 書 
（自 2018年10月１日 至 2019年９月30日） 

 
 

公益財団法人Ｉ－Ｏ ＤＡＴＡ財団 
 
 
Ⅰ．法人の概要 
１．設立年月日  

2016年12月14日 一般財団法人設立 
2017年 ６月14日 公益財団法人に移行 

 
２．定款に定める目的 

当財団は、情報通信技術関連分野における研究開発支援事業、及び、スポーツや文化の振興に関する
事業等を行い、もって学術及び科学技術の振興、並びに、地域社会の健全な発展に寄与することを目
的としています。 

 
３．定款に定める事業の内容 

（１） 情報通信技術を活用した新事業創出や新用途の研究開発に対する助成  
（２） スポーツ・文化への関心を高め、地域を活性化する取組みを行う団体や個人に対する 

助成 
（３） その他この法人の目的を達成するために必要な事業 
前項（１）及び（３）の事業は日本全国において行い、（２）の事業は石川県において行います。 

 
４．所轄行政庁に関する事項 

内閣府 
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５．役員に関する事項 
  （１）役員名簿 

役  職 氏  名 区  分 現  職 
代表理事 細野 昭雄 非常勤 (株)アイ・オー・データ機器 代表取締役会長 
理 事 鹿田 正昭 非常勤 (学)金沢工業大学 副学長 
理 事 丹  康雄 非常勤 (大)北陸先端科学技術大学院大学 副学長 
理 事 中山 良一 非常勤 元 (株)北國銀行 専務取締役 
理 事 横川 隆之 非常勤 (一社)石川県情報システム工業会 専務理事 
理 事 濵田 尚則 非常勤 (株)アイ・オー・データ機器 代表取締役社長  
監 事 松木 浩一 非常勤 松木浩一公認会計士・税理士事務所 

公認会計士・税理士 
監 事 水谷  章 非常勤 水谷章法律事務所 弁護士 
評 議 員 村田  潔 非常勤 (公財)石川県産業創出支援機構 

常務理事・事務局長 
評議員 山森 光久 非常勤 (株)山口工業 社長室長 
評 議 員 島田 武次 非常勤 元 (株)アイ･オー･データ機器 常務取締役 
評 議 員 中川 昌明 非常勤 元 (株)アイ･オー･データ機器 取締役 
評 議 員 細野 幸江 非常勤 (有)トレント 取締役 
評 議 員 加藤 啓樹 非常勤 (株)アイ・オー・データ機器 取締役 
評 議 員 由田 敦士 非常勤 (株)アイ・オー・データ機器 総務課長 
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Ⅱ．事業の状況 
１．研究助成事業に関する事項 
（１）第1回研究開発助成金 

     2018年４月    助成開始 
     2018年７月    第１回中間報告書受領 
     2018年12月    第2回中間報告書受領 
     2019年４～６月  成果報告書、支出報告書受領 
     2019年７月    成果報告会開催 

 
（２）第２回研究開発助成金 

2018年９月11日  公募開始 
2019年４月    助成開始 
2019年９月    中間報告書受領 

 
（３）第3回研究開発助成 

2019年９月20日 公募開始 
(A) ITによる社会的課題解決・文化貢献  300万円以内 ３件程度 
(B) ITによるビジネスモデル実現   300万円以内 ５件程度 
(C) IT教育・普及    150万円以内 ４件程度 
 

    （参考：決算後の状況） 
2019年11月18日 公募締切（応募件数 合計37件） 

 
２．スポーツ・文化助成事業に関する事項 
（１）第１回スポーツ助成 

     2018年４月    助成開始 
2018年７月    第１回中間報告書受領 

     2018年12月    第2回中間報告書受領 
     2019年４～６月  成果報告書、支出報告書受領 
     2019年７月    成果報告会開催 

 
（２）第２回スポーツ文化助成 

2018年９月11日  公募開始 
2019年４月    助成開始 
2019年９月    中間報告書受領 

 
（３）第３回スポーツ文化助成 

2019年９月20日  公募開始   120万円以内 10件程度 
 

（参考：決算後の状況） 
2019年11月18日 公募締切（応募件数 30件） 
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Ⅲ．役員会に関する事項 
１．理事会 
（１）2019年９月期 第１回理事会（2018年12月10日）※決議の省略の方法による 

【決議事項】 
第１号 平成30年９月期 事業報告書及び決算書類の承認の件 
第２号 理事候補者選定の件 
第３号 評議員会招集の件 
    目的事項１．貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）、 

財産目録の承認の件 
    目的事項２．評議員選任及び辞任の件 
    目的事項３．理事選任の件 
第４号 選考委員追加選任の件 
第５号 業務委託料変更の件 
第６号 商標権譲渡契約締結の件 

 
（２）2019年９月期 第２回理事会（2018年12月26日） 

【決議事項】 
第１号 代表理事選定及び議長順位決定の件 

 
（３）2019年９月期 第３回理事会（2019年2月14日）※決議の省略の方法による 

【決議事項】 
第１号 第２回（2018年度）研究開発助成 助成先決定の件 
第２号 第２回（2018年度）スポーツ文化助成 助成先決定の件 

 
（４）2019年９月期 第４回理事会（2019年４月17日） 

【報告事項】 
第１号  代表理事の職務の執行状況の件 
第２号  その他 
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（５）2019年９月期 第５回理事会（2019年９月11日） 
【報告事項】 
第１号  代表理事の職務の執行状況の件 
第２号  その他 

 
【決議事項】 
第１号  2020年９月期事業計画書及び収支予算書の承認の件 
第２号  2019年度公募要領（募集方法・時期、交付対象者総数及び交付総額等、交付対象者

選考のために必要な事項）の承認の件 
第３号  選考委員、選考委員長の選任の件 
第４号  株式会社アイ・オー・データ機器の定時株主総会に於ける議決権行使の件 
第５号  利益相反取引の件 
第６号  その他 

 
 
２．評議員会 
  （１）2019年９月期 第１回評議員会（2018年12月26日） 

【決議事項】 
第1号 平成30年９月期 事業報告及び貸借対照表、損益計算書（正味財産増減計算書）、 

財産目録の承認の件 
第2号 評議員選任及び辞任の件 
第3号 理事選任の件 
第4号 役員等報酬規程改定の件 

 
 
 
 
Ⅳ．決算後に生じた状況に関する重要な事実 
  該当事項はありません。 
 
 
 
 
 

以上 



 

2019 年９月期事業報告書の附属明細書 
 
 

2019年９月期事業報告書には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行
規則」第 34 条第３項に規定する「事業活動の内容を補足する重要な事項」が存在しな
いので、附属明細書は作成していない。 

 

 

公益財団法人Ｉ－Ｏ ＤＡＴＡ財団 


