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　※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．前年度予算額は、補正予算計上後の額（平成27年９月４日第３回理事会）

１　予算額 （単位：千円）

（Ａ）経常収益 708,709
（Ｂ）経常費用 716,954
（Ｃ）当期経常増減額（A－B） △8,245
（Ｄ）一般正味財産への振替額（減価償却費相当） △5,373
（Ｅ）正味財産期末残高（Ｃ＋Ｄ） △13,618

平成28年度　予算の概要

　平成28年度予算においては、事業計画に基づき、資格認定教育の拡充や新たな支部企画研修の開始など
研修事業の充実を図るとともに、看護職の確保定着や道民の健康福祉の増進に資する各種事業の取組みに
要する経費を計上しました。
　予算額は、経常収益708,709,000円に対して経常費用716,954,000円であり、当期経常増減額（収支差額）
は△8,245,000円となります。さらに公益法人会計基準に基づき、指定正味財産として計上する寄付金相
当の固定資産に係る減価償却費の一般正味財産への振替額△5,373,000円を加えますと、正味財産期末残
高は、△13,618,000円となります。
　この正味財産期末残高には、新会館等に係る実際の資金支出がない費用（減価償却費総額）106,554,000
円を含んでおり、当該減価償却費を正味財産期末残高に加えますと、92,936,000円の資金を確保しており
ます。

⑴　経常収益

◎収益のポイント（前年度予算との増減の主なもの）

【受取会費】　　　　　　　　8,050千円増� 484,150千円
　・目標会員数　41,400名　→　　42,100名� 700名増

【受講料等収益】　　　　　　9,093千円増� 102,125千円
　（増減の主なもの）
　・受講料　　86,987千円　→　96,645千円� 9,658千円増
　　　　　　　　　132種類　→　　119種類� 13種類減
　　　　　　　　　　174回　→　　　161回� 13回減
　　　　　　　　11,346名　→　　11,237名� 109名減

※資格（認定）教育受講者の増による収益増

【受託事業収益】　　　　　　2,397千円減� 93,665千円
　（増減の主なもの）
　・道委託研修　
　　専門分野（がん・糖尿病）の終了
　　　　　　　　4,961千円　→　　　　0円　� 4,961千円減
　・札幌市新規委託事業（５事業）の開始
　　　　　　　　　　　0円　→　2,371千円　� 2,371千円増

【その他】　　　　　　　　　3,331千円増� 　11,820千円
　（増減の主なもの）
　・受取寄付金振替（公益法人会計基準による）
　　　　　　　　2,550千円　→　5,373千円� 2,823千円増

受講料等収益

会館利用料収益

日看協助成金

受託事業収益 その他

受取会費
68%

14%

13%

1%

2%

2%

内　　　訳 当年度予算額 構 成 比
受 取 会 費 484,150 68%
受 講 料 等 収 益 102,125 14%
会 館 利 用 料 収 益 3,410 1%
道 費 補 助 金 0 0%
日 看 協 助 成 金 13,539 2%
受 託 事 業 収 益 93,665 13%
そ の 他 11,820 2%
収 益 合 計 708,709 100%

（単位：千円）

前年度予算額 増　　減
476,100 8,050
93,032 9,093
3,308 102
0 0

13,439 100
96,062 △2,397
8,489 3,331

690,430 18,279
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⑵　経常費用
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◎費用のポイント（前年度予算との増減の主なもの）

【質向上】　　　　　　　　　2,758千円減� 103,725千円
　（増減の主なもの）
　・セカンドレベル教育課程の開催回数増（１回→２回）
　　　　　　　　7,244千円　→　12,204千円� 4,960千円増
　・札幌市新規委託事業（３事業）
　　　　　　　　　　　0円　→　　2,372千円� 2,372千円増
　・保助看実習指導者講習会　受講者定員増
　　　　　　　　8,893千円　→　10,493千円� 1,600千円増
　・支部企画研修の新規開催
　　　　　　　　　　　0円　→　1,500千円� 1,500千円増
　・道委託研修事業の終了　（専門分野　がん・糖尿病）
　　　　　　　　4,961千円　→　　　　　0円� 4,961千円減
　・看護地域別研修の見直し
　　　　　　　　4,339千円　→　　　　　　0円� 4,339千円減
　・消耗品費減少　　
　　　　　　　　3,376千円　→　　1,248千円� 2,128千円減
　・医療安全・訪問看護実態調査の終了
　　　　　　　　　609千円　→　　　　　0円　� 609千円減
　・委員会の見直し
　　　　　　　　　404千円　→　　　　　0円　� 404千円減

【確保定着】　　　　　　　　4,563千円減　� 83,682千円
　（増減の主なもの）
　・地域看護職員就業促進委託事業
　　　広報費の減
　　　　　　　　4,320千円　→　　　91千円� 4,229千円減

【健康福祉】　　　　　　　　4,341千円増　� 17,696千円
　　（増減の主なもの）
　・ホームページ改良（スマートフォン対応）
　　　　　　　　　　　0円　→　4,320千円� 4,320千円増

【公益共通】　　　　　　　　7,794千円減� 283,218千円
　（増減の主なもの）
　・賃借料の減　　リース債務（貸借対照表科目）へ振替
　　　　　　　12,381千円　→　5,150千円� 7,231千円減
　・減価償却費の減
　　　　　　　　91,324千円　→　87,151千円� 4,173千円減
　・人件費の減　　
　　　　　　　132,206千円　→130,005千円� 2,201千円減
　・光熱水道費の減
　　　　　　　15,972千円　→　13,996千円� 1,976千円減
　・租税公課の増
　　　　　　　　　820千円　→　8,460千円� 7,640千円増
　　　　　　うち、配賦変更（管理より）　4,880千円
　　　　　　　　　消費税増　　　　　　　2,760千円

　※前年度予算額は、補正予算計上後の額（平成27年９月４日第３回理事会）

（単位：千円）

区分 内訳 主な事業内容 当年度予算額 構成比 前年度予算額 増　　減

公益 質 向 上 研修、学会、医療安全、保・助・看の活動、図書室 103,725 14% 106,483 △2,758

確保定着 ナースセンター・労働環境改善等 83,682 12% 88,245 △4,563

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 2% 13,355 4,341

支部事業 支部における事業 79,276 11% 78,150 1,126

公益共通 人件費・維持費・経費 283,218 40% 291,012 △7,794

小　　　　　計 567,597 79% 577,245 △9,648

収益等 会 員 加入促進、会員に対する福利厚生等 13,934 2% 13,916 18
法人 管 理 本会を運営するために必要な事業 135,423 19% 148,164 △12,741

費　用　合　計 716,954 100% 739,325 △22,371
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【管理】　　　　　　　　　　12,741千円減� 135,423千円
　（増減の主なもの）
　・租税公課の減　　配賦変更（公益共通へ）
　　　　　　　　5,511千円　→　　631千円� 4,880千円減
　・減価償却費の減
　　　　　　　　20,896千円　→　17,798千円� 3,098千円減
　・旅費交通費の減　
　　　　　　　　13,243千円　→　10,643千円� 2,600千円減
　・印刷製本費の減　
　　　　　　　　1,992千円　→　　599千円� 1,393千円減

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　461,175,000円　　＜　　費用　567,597,000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　　�
⇒
　　　567,597,000円　　　　

＝　　79.2%
　　　　　　　　総費用　　　　　　　716,954,000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
　　　⇒　　148,193,506円　　＜　　567,597,000円
�　　　　（平成26年度決算時）

●事業区分別収益および費用（平成28年度予算）

（単位：千円）

区　　　分 収　　　益 費　　　用

公益目的事業会計 461,175 567,597

収 益 事 業 等 会 計 3,015 13,934

法 人 会 計 244,519 135,423

合　　　計 708,709 716,954


