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平成27年度　決算の概要

１　決算額

　事業活動を示す「一般正味財産の部」では、経常収益715,041,817円に対して経常費用680,171,177円で
あり、当期経常増減額（収支差額）は34,870,640円となります。
　さらに、研修生用駐車場の埋設物撤去費用等の経常外費用△1,757,753円を加えた当期一般正味財産増
減額は33,112,887円となり、この額に一般正味財産期首残高1,885,130,365円を加えると、一般正味財産
期末残高は1,918,243,252円になります。

　使途制約資金の状況を示す「指定正味財産の部」では、受取寄付金相当の会館施設に係る減価償却費
△5,374,008円の一般正味財産への振替を計上し、この額に指定正味財産期首残高263,326,402円を加える
と、指定正味財産期末残高は257,952,394円になります。

　この結果、本会全体の正味財産期末残高は、合計2,176,195,646円となります。

一般正味財産の部 （単位：円） 指定正味財産の部 （単位：円）

（Ａ）経常収益 715,041,817 （Ｊ）一般正味財産への振替額 △5,374,008

（Ｂ）経常費用 680,171,177 （Ｋ）当期指定正味財産増減額（＝J） △5,374,008

（Ｃ）当期経常増減額（A－B） 34,870,640 （Ｌ）指定正味財産期首残高 263,326,402

（Ｄ）経常外収益 0 （Ｍ）指定正味財産期末残高（K＋L） 257,952,394

（Ｅ）経常外費用 1,757,753

（Ｆ）当期経常外増減額（D－E） △1,757,753

（Ｇ）当期一般正味財産増減額（C＋F） 33,112,887

（Ｈ）一般正味財産期首残高 1,885,130,365
（単位：円）

（Ｉ）一般正味財産期末残高（G＋H） 1,918,243,252 正味財産期末残高（I＋M） 2,176,195,646
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⑴　経常収益

◎収益のポイント（予算との差異の主なもの）

・会員数の増	  4,416千円増	 480,516千円
　　41,400名→41,784名

・受講料等収益	 12,574千円増	 105,606千円
　　受講料の増　85コース､ 172クラス､ 11,320名→
	 89コース、174クラス、12,805名	　
　　（86,987千円→100,098千円　13,111千円増）
　　学会参加料の減　1,870名→1,880名
　　（6,045千円→5,507千円　538千円減）
　　人数は、受講料等納入者数により記載
　　学会人数は、会員参加者の減、学生参加者の増

・その他	  6,975千円増	 15,465千円
　　受取寄付金の増
　　（1,000千円→3,362千円　2,362千円増）
　　受取寄付金振替（公益法人会計基準による）
　　（2,550千円→5,374千円　2,824千円増）
　　受講生駐車場利用の増
　　（1,840千円→1,992千円　　152千円増）

受講料等収益

日看協助成金

会館利用料収益
受託事業
収益

受取会費

その他

（単位：円）

内　訳 予算額 決算額 構成比 差　異

受 取 会 費 476,100,000 480,516,000 67.2% 4,416,000

受 講 料 等 収 益 93,032,000 105,606,200 14.8% 12,574,200

会 館 利 用 料 収 益 3,308,200 4,477,370 0.6% 1,169,170

道 費 補 助 金 0 0 0.0% 0

日 看 協 助 成 金 13,439,455 14,024,920 1.9% 585,465

受 託 事 業 収 益 96,062,970 94,951,568 13.3% △1,111,402

そ の 他 8,490,712 15,465,759 2.2% 6,975,047

収　益　合　計 690,433,337 715,041,817 100% 24,608,480

※１．内訳欄は、正味財産増減計算書の主な科目を記載し、少額な科目については「その他」に一括して
　　計上しています。
　２．予算額は、補正予算計上後の額（平成27年９月４日第３回理事会）
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⑵　経常費用

◎費用のポイント（予算との差異の主なもの）

【質向上】　　　　　　　　 10,748千円減	 95,726千円
　・旅費交通費・委員謝金　　委員会等開催実績による減
　　　　　　　27,650千円　→ 20,584千円	 7,066千円減
　・諸謝金　　道外講師→道内講師への変更他
　　　　　　　24,496千円　→ 22,362千円	 2,134千円減

【支部事業】　　　　　　　  5,349千円減	 72,800千円
　・印刷製本費　　会議資料の外注の減
　　　　　　　11,074千円　→　8,060千円	 3,014千円減
　・通信運搬費　　 事務の効率化による減
　　　　　　　 4,532千円　→　2,847千円	 1,685千円減

【公益共通】　　　　　　　 13,620千円減	 277,391千円
　・賃借料の減　　リース債務（貸借対照表科目）へ振替による減
　　　　　　　12,380千円　→　3,726千円	 8,654千円減
　・人件費の減
　　　　　　 123,900千円　→118,337千円	 5,563千円減
　・賃金の減　　新規委託事業への振替による減
　　　　　　　 8,305千円　→　3,349千円	 4,956千円減
　・光熱水料費の減
　　　　　　　15,971千円　→ 11,129千円	 4,842千円減
　・印刷製本費の減
　　　　　　　 6,921千円　→　3,611千円	 3,310千円減
　・租税公課の増
　　　　　　　　 820千円　→ 10,377千円	 9,557千円増
　　 配賦変更（管理→公益共通）による増	 5,469千円増
　　 受講料増収による消費税納税の増	 4,088千円増
　・減価償却費の増　　受講生駐車場整備等
　　　　　　　91,323千円　→ 98,762千円	 7,439千円増

確保定着

健康福祉

支部事業
公益共通

会員

質向上
管理

（単位：円）

内　訳 予算額 決算額 構成比 差　異

公益 質 向 上 研修、学会、医療安全、保・助・看の活動、図書室 106,475,557 95,726,903 14% △10,748,654

確保定着 ナースセンター・労働環境改善等 88,245,431 84,542,985 13% △3,702,446

健康福祉 在宅ケア推進、災害看護、健康づくり、広報活動 13,354,938 9,392,479 1% △3,962,459

支部事業 支部における事業 78,149,500 72,800,018 11% △5,349,482

公益共通 人件費・維持費・経費 291,011,749 277,391,471 41% △13,620,278

公　益　合　計 577,237,175 539,853,856 80% △37,383,319

収益等 会 員 加入促進、会員に対する福利厚生等 13,909,526 14,174,181 2% 264,655

法人 管 理 本会を運営するために必要な事業 148,152,272 126,143,140 18% △22,009,132

費　用　合　計 739,298,973 680,171,177 100% △59,127,796

※予算額は、補正予算計上後の額（平成27年９月４日第３回理事会）
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【管理】　　　　　　　　　 22,009千円減	 126,143千円
　・旅費交通費・委員謝金　　委員会等開催実績による減
　　　　　　　14,120千円　→　6,790千円	 7,330千円減
　・租税公課　　配賦変更（管理→公益共通）による減
　　　　　　　 5,511千円　→　　 42千円	 5,469千円減
　・減価償却費の減　　新会館減価償却費の確定
　　　　　　　20,895千円　→ 18,509千円	 2,386千円減
　・光熱水料費の減　　配賦変更（管理→公益共通）による減
　　　　　　　 3,577千円　→　2,256千円	 1,321千円減
　・支払寄付金　　執行残
　　　　　　　 1,000千円　→　　　　0円	 1,000千円減

２　公益社団法人の要件となる財務三基準
　　当協会は、公益法人として次の財務三基準を満たすことが要求されます。
　⑴　収支相償：公益目的事業に係る収入が費用を超えないこと
　　　　収益　468,569,598円　　＜　　費用　539,853,856円

　⑵　公益目的事業比率：公益目的事業費用は、総費用の50％以上でなければならないこと

　　　　  公益目的事業費用  	
⇒

  539,853,856円    
＝  79.4%

　　　　　　　 総費用 　　　　　 680,171,177円

　⑶　遊休財産額の保有制限：遊休財産額が公益目的事業に係る費用を超えないこと
　　　　※遊休財産額とは、法人の純資産のうち使途の定まらないものの額
　　　遊休財産額　239,464,284円　＜　公益目的事業費用　539,853,856円

●事業区分別収益および費用（平成27年度決算）

（単位：円）

区　　　分 収　　　益 費　　　用

公益目的事業会計 468,569,598 539,853,856

収 益 事 業 等 会 計 3,028,985 14,174,181

法 人 会 計 243,443,234 126,143,140

合　　　計 715,041,817 680,171,177


