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平成29年度　予算の概要

◎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】　　　　　　　　491,050千円� 6,900千円増
　・目標会員数　42,100名　→　　42,700名� 600名増

【受講料等収益】　　　　　　110,051千円� 7,926千円増
　（増減の主なもの）
　・受講料　　96,645千円　→104,571千円� 7,926千円増
　　　　　　　　　119種類　→　　120種類� １種類増
　　　　　　　　　　161回　→　　　162回� １回増
　　　　　　　　11,237名　→　　11,552名� 315名増

　・新規受託事業受講料
　　　専任教員養成講習会（30名）
　　　　　　　　　　　0円　→　5,850千円� 5,850千円増
　　　認知症対応力向上研修（200名）
　　　　　　　　　　　0円　→　　600千円� 600千円増
　　　保健師助産師看護師実習指導者講習会［特定分野］（30名）
　　　　　　　　　　　0円　→　　240千円� 240千円増
　・専門性を高める研修種類･定員の増
　　　　　　　50,715千円　→　53,045千円� 2,330千円増
　　　　　　　　　56種類　→　　　57種類� １種類増
　　　　　　　　　7,634名　→　　7,884名� 250名増
　・保健師助産師看護師実習指導者講習会［既存］定員の減
　　　　　　　　8,000千円　→　6,400千円� 1,600千円減
　　　　　　　　　　200名　→　　　160名� 40名減
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１　予算額� （単位：千円）

（Ａ）経常収益 753,336
（Ｂ）経常費用 732,943
（Ｃ）当期経常増減額（Ａ－Ｂ） 20,393
（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） 15,020

　平成29年度予算においては、事業計画に基づき、全国の看護職が参加する「日本看護学会－看護管理－
学術集会」の開催をはじめ、道の委託による「専任教員養成講習会」や「認知症対応力向上研修」等の開
始など、看護の質の向上に向けた取組み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に要する経費を計上しました。
　予算額は、経常収益753,336,000円に対して経常費用732,943,000円であり、当期経常増減額（収支差額）
は20,393,000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、15,020,000円となります。

　⑴　経常収益

　※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。

内　　　訳 当年度予算額 構 成 比
受 取 会 費 491,050 65％
受 講 料 等 収 益 110,051 14％
会 館 利 用 料 収 益 865 0％
日 看 協 助 成 金 34,614 5％
受 託 事 業 収 益 104,420 14％
そ の 他 12,336 2％
収 益 合 計 753,336 100％

（単位：千円）
前年度予算額 増　　減

484,150 6,900
102,125 7,926
3,410 △2,545
13,539 21,075
93,665 10,755
11,820 516
708,709 44,627

受講料等収益

日看協助成金

受託事業収益 その他

受取会費
65%

14%

14%

5%

2%
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【会館利用料収益】　　　　　　　865千円� 2,545千円減
　（増減の主なもの）
　・研修室外部利用料の増
　　　　　　　　　210千円　→　　865千円� 655千円増
　・専任教員養成講習会貸室終了
　　（H29年度より道委託事業として受託）
　　　　　　　　3,200千円　→　　　　0円� 3,200千円減

【日看協助成金】　　　　　　　34,614千円� 21,075千円増
　（増減の主なもの）
　・Ｈ29年度日本看護学会－看護管理－学術集会開催
　　　　　　　　　　　0円　→　18,176千円� 18,176千円増
　・会員登録事務業務に対する助成金の増
　　（会員数の増および助成金算定式改訂による増）
　　　　　　　　3,015千円　→　5,913千円� 2,898千円増

【受託事業収益】　　　　　　104,420千円� 10,755千円増
　（増減の主なもの）
　・道委託研修
　　新規受託
　　　専任教員養成講習会
　　　　　　　　　　　0円　→　10,370千円� 10,370千円増
　　　認知症対応力向上研修
　　　　　　　　　　　0円　→　1,880千円� 1,880千円増
　　　保健師助産師看護師実習指導者講習会［特定分野］
　　　　　　　　　　　0円　→　1,257千円� 1,257千円増
　　受託収益の減
　　　ナースセンター事業
　　　　　　　50,136千円　→　47,135千円� 3,001千円減

⑵　経常費用 （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 139,090 19％ 103,725 35,365

確保定着 ナースセンター・労働環境改善等 79,394 11％ 83,682 △4,288

健康福祉 在宅ケア推進、災害看護、健康づくり、広報活動 15,197 2％ 17,696 △2,499

支部事業 支部における事業 80,218 11％ 79,276 942

公益共通 人件費・維持費・経費 271,801 37％ 283,218 △11,417

小　　　　　計 585,700 80％ 567,597 18,103

収益等 会 員 加入促進、会員に対する福利厚生等 14,324 2％ 13,934 390

法人 管 理 本会を運営するために必要な事業 132,919 18％ 135,423 △2,504

費　用　合　計 732,943 100％ 716,954 15,989

◎費用のポイント（前年度予算との増減の主なもの）

【質向上】　　　　　　　　　139,090千円� 35,365千円増
　（増減の主なもの）
　・Ｈ29年度日本看護学会－看護管理－学術集会開催
　　　　　　　　3,120千円　→　17,628千円� 14,508千円増
　・道委託研修
　　新規受託
　　　専任教員養成講習会
　　　　　　　　　　　0円　→　16,220千円� 16,220千円増
　　　認知症対応力向上研修
　　　　　　　　　　　0円　→　1,880千円� 1,880千円増
　　　保健師助産師看護師実習指導者講習会［特定分野］
　　　　　　　　　　　0円　→　1,497千円� 1,497千円増

【確保定着】　　　　　　　　　79,394千円� 4,288千円減
　（増減の主なもの）
　・道委託料の減
　　　ナースセンター事業
　　　　　　　53,948千円　→　50,495千円� 3,453千円減

【健康福祉】　　　　　　　　������������15,197千円� 2,499千円減
　（増減の主なもの）
　・�高齢者･認知症者支援のための看護職連携等推進事業およ
び看護職ネットワーク強化研修事業の拡充

　　　　　　　　　272千円　→　2,287千円� 2,015千円増
　・ホームページ維持管理（スマートフォン対応の完了等）
　　　　　　　　4,936千円　→　　658千円� 4,278千円減

確保定着

健康福祉
支部事業

公益共通

会員
質向上
19%18%

11%

11%
37%

2%

2%

管理
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【公益共通】　　　　　　　　������������271,801千円� 11,417千円減
　（増減の主なもの）
　・租税公課の増（消費税納付額の増）
　　　　　　　　7,334千円　→　11,000千円� 3,666千円増
　・賃借料の増（コピー機リース料）
　　　　　　　　5,100千円　→　6,523千円� 1,423千円増
　・人件費の増
　　　　　　　130,005千円　→131,729千円� 1,724千円増
　・印刷製本費の増（研修資料印刷費）
　　　　　　　　5,750千円　→　6,397千円� 647千円増
　・減価償却費の減
　　　　　　　87,151千円　→　70,884千円� 16,267千円減
　・電気料の減
　　　　　　　12,645千円　→　10,481千円� 2,164千円減

【管理】　　　　　　　　　　������������132,919千円� 2,504千円減
　（増減の主なもの）
　・人件費の増
　　　　　　　78,236千円　→　79,048千円� 812千円増
　・マイナンバー制度導入に伴う郵送料等の増
　　　　　　　　　580千円　→　1,300千円� 720千円増
　・�総会会場代の増
　　（Ｈ28年度札幌コンベンション→Ｈ29年度ニトリ文化ホール）
　　　　　　　　　858千円　→　1,556千円� 698千円増
　・選挙公報新規作成
　　　　　　　　　　　0円　→　　680千円� 680千円増
　・減価償却費の減
　　　　　　　17,798千円　→　12,723千円� 5,075千円減

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　499,542,000円　　＜　　費用　585,700,000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　　�

⇒
　　　585,700,000円　　　　

＝　　79.9％
　　　　　　　　総費用　　　　　　　732,943,000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
　　　⇒　　453,280,115円　　＜　　585,700,000円
�　　　　（平成27年度決算時）

●事業区分別収益および費用（平成29年度予算）

（単位：千円）

区　　　分 収　　　益 費　　　用

公益目的事業会計 499,542 585,700

収 益 事 業 等 会 計 5,913 14,324

法　 人　 会　 計 247,881 132,919

合　　　計 753,336 732,943


