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　事業活動を示す「一般正味財産の部」では、経常収益729,460,746円に対して経常費用693,862,767円で
あり当期経常増減額（収支差額）は35,597,979円となります。この額に一般正味財産期首残高1,918,243,252円
を加えると、一般正味財産期末残高は1,953,841,231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257,952,394円を加える
と、指定正味財産期末残高は252,578,386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2,206,419,617円となります。

平成28年度　決算の概要

１　決算額
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 729,460,746 （Ｊ）一般正味財産への振替額 △ 5,374,008

（Ｂ）経常費用 693,862,767 （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） 35,597,979 （Ｌ）指定正味財産期首残高 257,952,394

（Ｄ）経常外収益 0 （Ｍ）指定正味財産期末残高（K＋L） 252,578,386

（Ｅ）経常外費用 0

（Ｆ）当期経常外増減額（D－E） 0

（Ｇ）当期一般正味財産増減額（C＋F） 35,597,979

（Ｈ）一般正味財産期首残高 1,918,243,252
（単位：円）

（Ｉ）一般正味財産期末残高（G＋H） 1,953,841,231 正味財産期末残高（I＋M） 2,206,419,617
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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	  3,588千円増	 487,738千円
　　42,100名→42,412名

・受講料等収益	 11,911千円増	 114,036千円
　　受講料の増　116種類、158回、10,957名→
	 124種類、175回、13,864名　
　　　（96,645千円→108,254千円　11,609千円増）

・日看協助成金	  3,267千円増	 16,806千円
　　ナースシップ移行に伴う委託料の増
　　　（3,015千円→　5,831千円　2,816千円増）

・その他	  1,983千円増	 13,803千円
　　支部事業収益の増
　　　（　　0千円→　898千円　898千円増）
　　看護研究学会への企業展示出展料等の増
　　　（　550千円→　860千円　310千円増）
　　交流会参加料の増
　　　参加者805名→890名
　　　（1,020千円→1,173千円　153千円増）

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 484,150,000 487,738,000 66.9% 3,588,000

受 講 料 等 収 益 102,125,000 114,036,596 15.6% 11,911,596

会 館 利 用 料 収 益 3,410,000 3,903,305 0.5% 493,305

日 看 協 助 成 金 13,539,000 16,806,800 2.3% 3,267,800

受 託 事 業 収 益 93,665,000 93,172,815 12.8% △ 492,185

そ の 他 11,820,000 13,803,230 1.9% 1,983,230

収　益　合　計 708,709,000 729,460,746 100% 20,751,746

※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。
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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】　　　　　　　　　 96,159千円	 7,565千円減
（増減の主なもの）
　・旅費交通費・委員謝金　　委員会等開催実績による減
　　　　　　　31,129千円　→ 23,415千円	 7,714千円減

【確保定着】　　　　　　　　 79,939千円	 3,742千円減
（増減の主なもの）
　・旅費交通費
　　　	地域応援ナース派遣実績の減、WLB推進のための事業

等における旅費単価の減
　　　　　　　 8,902千円　→　3,761千円	 5,141千円減
　・その他
　　　看護師等届出制度の広報活動に伴う事務費の増
　　　　　　　 5,588千円　→　7,283千円	 1,695千円増

【健康福祉】　　　　　　　　 12,701千円	 4,994千円減
（増減の主なもの）
　・旅費交通費
　　　災害支援ナースの派遣がなかったこと等による減
　　　　　　　 5,072千円　→　1,037千円	 4,035千円減

【支部事業】　　　　　　　　 70,271千円	 9,004千円減
（増減の主なもの）
　・委員謝金・諸謝金　　委員会等開催実績による減
　　　　　　　21,034千円　→ 15,056千円	 5,978千円減
　・印刷製本費　　会議資料の外注の減
　　　　　　　 8,842千円　→　7,347千円	 1,495千円減
　・会場費　　会場借上げ単価・時間の減
　　　　　　　 8,753千円　→　7,261千円	 1,492千円減

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 103,725,000 96,159,817 14% △ 7,565,183

確保定着 ナースセンター・労働環境改善等 83,682,000 79,939,263 12% △ 3,742,737

健康福祉 在宅ケア推進、災害看護、健康づくり、広報活動 17,696,000 12,701,506 2% △ 4,994,494

支部事業 支部における事業 79,276,000 70,271,563 10% △ 9,004,437

公益共通 人件費・維持費・経費 283,218,000 287,415,269 41% 4,197,269

公　益　合　計 567,597,000 546,487,418 79% △ 21,109,582

収益等 会 員 加入促進、会員に対する福利厚生等 13,934,000 15,510,661 2% 1,576,661

法人 管 理 本会を運営するために必要な事業 135,423,000 131,864,688 19% △ 3,558,312

費　用　合　計 716,954,000 693,862,767 100% △ 23,091,233
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【公益共通】　　　　　　　　287,415千円	 4,197千円増
（増減の主なもの）
　・減価償却費　　リース資産分の増
　　　　　　　87,151千円　→ 95,547千円	 8,396千円増
　・光熱水料費　　電力会社変更による減
　　　　　　　13,996千円　→ 11,291千円	 2,705千円減
　・保守料　　総合情報システム開発計画変更による減
　　　　　　　 4,052千円　→　2,822千円	 1,230千円減

【会員】　　　　　　　　　　 15,510千円	 1,576千円増
（増減の主なもの）
　・支払負担金　　ナースシップ移行に伴う負担金の増
　　　　　　　　　　 0円　→　1,504千円	 1,504千円増

【管理】　　　　　　　　　　131,864千円	 3,558千円減
（増減の主なもの）
　・旅費交通費・委員謝金　　委員会等開催実績による減
　　　　　　　11,368千円　→　6,656千円	 4,712千円減
　・光熱水料費　　電力会社変更による減
　　　　　　　 3,124千円　→　2,343千円	 781千円減
　・その他　　事務費等の節約による減
　　　　　　　 8,602千円　→　6,290千円	 2,312千円減
　・人件費　　配置換えに伴う会計区分変更による増
　　　　　　　58,557千円　→ 62,791千円	 4,234千円増

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　477,098,658円　　＜　　費用　546,487,418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  	
⇒

  546,487,418円    
＝  78.8％

　　　　　　　 総費用 　　　　　 693,862,767円

　⑶　遊休財産額の保有制限：遊休財産額が遊休財産額の保有上限額を超えないこと
　　　　※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　544,582,193円　＜　遊休財産額の保有上限額　554,209,418円

●事業区分別収益および費用（平成28年度決算）

（単位：円）

区　　　分 収　　　益 費　　　用

公益目的事業会計 477,098,658 546,487,418

収 益 事 業 等 会 計 5,831,920 15,510,661

法 人 会 計 246,530,168 131,864,688

合　　　計 729,460,746 693,862,767


