
 

 

 

 

2021 年 2 月 22 日 

 

社 員 各 位 

東京都文京区根津 1-21-5 

応 物 会 館 

公益社団法人  応用物理学会  

会 長   波多野 睦子 

 

 

第８８回定時総会開催案内 
 

 

 

本会は第 88 回定時総会を下記の要領で開催いたします．万障繰り合わせの上，ご出席くださいますよう

お願い申し上げます． 

定款によって，総会構成員（社員）は代議員となっており，総会成立にはその過半数の出席を必要と  

します．本総会では，会員にとって重要な議案の審議および報告が行われます．ぜひとも総会にご出席いた 

だき，本会の運営が滞りなく行えますようにご協力をお願いいたします． 

やむをえず会場にお出かけいただけない場合は，2021 年 3 月 8 日（月）までに委任状を本会にご提出 

ください（この場合も出席とみなされます）．なお，今回も電子委任状システムを導入いたしますので  

ご利用ください． 

理事会が総会に提出する議案等は下記のとおりです．詳細の資料は総会席上で出席者に配布いたします． 

なお，同一資料は 2 月 24 日頃にホームページにも掲載されますので，事前にご一読ください． 

 

 

本会のホームページ：https://www.jsap.or.jp/ 

お問い合わせ先：e-mail：ap.soukai@jsap.or.jp 

 

 

――――― 記 ――――― 

 

 

日  時  2021 年 3 月 10 日（水）16：00－17：00 

 

会  場  東京都文京区根津 1-21-5 応物会館 3 階 会議室 

 

議  案 

1. 2020 年度事業報告および決算報告書案承認の件 

2. 第 60 期役員選任の件 

3. 2021 年度代議員推薦委員会委員選任の件 

 

報告事項 

1. 2021 年度事業計画および正味財産増減予算書の件 

2. その他 

  



 

資料 1 2020 年度事業報告および決算報告書案承認に関する件（2020 年度 1 月～12 月）（議案１） 

Ⅰ．2020 年度事業報告案の概要 

 学術講演会は，春季は予稿集 DVD のみ発行し中止となった，秋季はオンライン開催となった．講演出題数は春季 3,660 件，秋季

2,434 件でした．海外学会との連携強化のため，OSA とのジョイントシンポジウムも開催し，支部，分科会などでもオンラインを中

心に講演会や研究会を開催しました．論文誌等の発行については，「応用物理」，「JJAP」，「APEX」を予定どおり発行しました．社会

への啓発活動等として，論文誌等による学術研究成果の公開，人材育成，教材を郵送しオンデマンド配信でのリフレッシュ理科教室

等科学教育関係啓発活動，男女共同参画を推進しました．他の事業として，本部，支部等における表彰，海外学会との国際交流を実

施しました．処務として総会，理事会等を開催し，第 60 期の役員候補者及び代議員選挙を実施しました． 

 

1．事業の状況 

2020 年度の主な事業を下記の通り報告いたします． 

  1）研究発表会および学術講演会，懇談会，見学会，展示会等の開催 

   ・秋に学術講演会を実施． 

   ・支部・分科会・研究会･新領域グループの行事を 380 回開催．  

   ・国際会議を主催および共催により 16 件開催． 

  2）論文誌，機関誌および図書の刊行 

   ・和文機関誌「応用物理」（第 89 巻）を 12 回刊行（1～12 月分）． 

   ・英文論文誌 APEX(Applied Physics Express) Vol.13 を発行． 

   ・英文論文誌 JJAP(Japanese Journal of Applied Physics) Vol.59 を発行． 

  3）応用物理学に関する社会への普及啓発活動 

   ・英文論文誌・機関誌・講演会・研究会等を通じた学術研究成果の公開と社会への普及応用． 

   ・人材育成，科学教育・啓発活動，男女共同参画を推進． 

   ・関連学協会との連携による社会啓発活動を推進． 

  4）その他，本会の目的を達成するために必要な事業 

   ・本部，支部，分科会における各種表彰を実施． 

   ・国際交流． 

   ・関係学術団体との連携および協力． 

 2．処務の概要 

2020 年度の主な処務を下記の通り報告いたします． 

  ・定時総会 1 回，理事会 7 回，ならびにその他の会合を開催． 

  ・役員，職員，契約，寄付金，主務官庁等に関する事項を実施． 

 

Ⅱ．2020 年度決算報告書案の概要 
 

  
 

1)一般正味財産では，経常収益 705,750 千円に対し経常費用 582,703 千円であり，123,047 千円の増加となりました． 

2)指定正味財産では，応用物理学会将来基金等への寄附が2,911千円、基金での支出が9,903千円であり、6,992千円の減少とな

りました． 

3)学会全体としては，正味財産が116,055千円増加し，期末残高は1,845,174千円となりました． 

  

（単位：千円） （単位：千円）

2020年度 当年度 前年度 増減 2020年度 当年度 前年度 増減

資産の部 一般正味財産増減の部

流動資産 624,063 559,845 64,218 経常収益　計 705,750 872,303 △ 166,553

固定資産 1,436,665 1,378,213 58,452 経常費用　計 582,703 753,636 △ 170,933

資産合計 2,060,728 1,938,058 122,670 経常外費用　計 0 566 △ 566

負債の部 一般正味財産増減額 123,047 118,101 4,946

流動負債 83,251 88,931 △ 5,680 指定正味財産増減の部

固定負債 132,303 120,008 12,295 指定増加 2,911 2,563 348

負債合計 215,554 208,939 6,615 指定減少 9,903 11,124 △ 1,221

正味財産の部 指定正味財産増減額 △ 6,992 △ 8,561 1,569

指定正味財産 280,473 287,465 △ 6,992 正味財産増減額 116,055 109,540 6,515

一般正味財産 1,564,701 1,441,654 123,047 期首残高 1,729,119 1,619,579 109,540

正味財産合計 1,845,174 1,729,119 116,055 期末残高 1,845,174 1,729,119 116,055

負債及び正味財産合計 2,060,728 1,938,058 122,670

貸借対照表 正味財産増減計算書



 

資料2  第60期役員の選任に関する件（議案2） 

役員候補者選挙の結果，役員候補者（50音順）は以下のように理事会にて確認されました．  

理事12名 

赤井 恵  (北大) 

秋永 広幸 (産総研) 

植之原 裕行 (東工大) 

内田 建  (東大) 

佐藤 信太郎 (富士通研) 

関谷 毅  (阪大) 

辰巳 哲也 (ソニーセミコンダクタソリューションズ) 

知京 豊裕 (NIMS) 

豊田 晴義 (浜松ホトニクス) 

中井 豊  (東芝) 

山田 容士 (島根大) 

若原 昭浩 (豊橋技科大) 

監事１名 

寒川 哲臣 (NTT) 

 

（参考）留任予定役員一覧（所属は選挙公示時）  

理事17名 波多野 睦子（東工大），平本 俊郎（東大），藤原 康文（阪大），裏 升吾（京都工繊大），瓜谷 章（名大），

尾辻 泰一（東北大），尾松 孝茂（千葉大），柿本 浩一（九大），加藤 景三(新潟大），香野 淳（福岡大），小

林 慶裕（阪大），島 明生（日立），下山 淳一（青学大），戸田 泰則（北大），杤久保 文嘉（都立大），平山 

秀樹（理研），三浦 成久（三菱電機）， 

監事1名 財満 鎭明（名城大） 
 

 

資料3 2021年度代議員推薦委員会委員選任に関する件（議案3） 

2021年度も規程に則り，代議員の選出をいたします．なお，2020年度代議員推薦委員会から以下の方々が2021年度代議員推 

薦委員会委員として推薦されました． 

委員長      波多野睦子（東工大） 

委  員     会長推薦（3名）   平本 俊郎（東大） 

      吉田 隆（富士電機） 

                        吉田 郵司（産業技術総合研究所） 

代議員経験者からの選出（5名）  平尾 明子（東芝） 

西川 恒一（豊田中研） 

木下 啓藏（アイオーコア） 

早瀬 潤子（慶應大） 

美濃島 薫（電通大） 

事務局長    苅米 義弘 


