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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769,348,004円に対して経常費用686,786,018円で
あり当期経常増減額（収支差額）は82,561,986円となります。この額に一般正味財産期首残高2,039,574,239円
を加えると、一般正味財産期末残高は2,122,136,225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247,204,378円を加える
と、指定正味財産期末残高は241,830,370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2,363,966,595円となります。

平成30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 769,348,004 （Ｊ）一般正味財産への振替額 △ 5,374,008

（Ｂ）経常費用 686,786,018 （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） 82,561,986 （Ｌ）指定正味財産期首残高 247,204,378

（Ｄ）経常外収益 0 （Ｍ）指定正味財産期末残高（Ｋ＋Ｌ） 241,830,370

（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） 82,561,986

（Ｈ）一般正味財産期首残高 2,039,574,239 （単位：円）

（Ｉ）一般正味財産期末残高（Ｇ＋Ｈ） 2,122,136,225 （Ｎ）正味財産期末残高（Ｉ＋Ｍ） 2,363,966,595
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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	 495,121千円	 6,371千円増
　　　42,500名→43,054名

　・受講料等収益	 121,151千円	 13,265千円増
　　　受講料の増　116種類、150回、10,839名→
　　　　　　　　　　　　　　　　120種類、158回、12,060名
　　　　（102,406千円→116,328千円　13,922千円増）

　・受取寄付金	  11,917千円	 10,917千円増
　　　平成30年北海道胆振東部地震災害見舞金	 10,917千円　

受取会費受講料等収益

日看協助成金

受託事業収益

受取寄付金
その他

（単位：円）

内　訳 予算額 決算額 構成比 差　異

受 取 会 費 488,750,000 495,121,000 64% 6,371,000

受 講 料 等 収 益 107,886,000 121,151,340 16% 13,265,340

会 館 利 用 料 収 益 865,000 1,031,184 0% 166,184

日 看 協 助 成 金 16,300,000 17,383,449 2% 1,083,449

受 託 事 業 収 益 109,856,000 110,691,077 14% 835,077

受 取 寄 付 金 1,000,000 11,917,186 2% 10,917,186

そ の 他 11,371,000 12,052,768 2% 681,768

収　益　合　計 736,028,000 769,348,004 100% 33,320,004

※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。



―　　―5

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】　　　　　　　　　113,118千円	 17,049千円減
　・旅費交通費・委員謝金・諸謝金
　　　委員会等開催実績・講師謝金実績の減
　　　　　　　90,828千円　→ 76,283千円	 14,545千円減
　・通信運搬費　受講決定通知等発送実績の減
　　　　　　　 5,435千円　→　3,572千円	 1,863千円減
　・委託費　研究学会運営委託料の減
　　　　　　　 3,708千円　→　2,516千円	 1,192千円減

【確保定着】　　　　　　　　 79,526千円	 2,891千円減
　・賃金　採用実績に伴う減
　　　　　　　17,314千円　→ 16,728千円	 586千円減
　・通勤手当　支給実績見合
　　　　　　　 1,496千円　→　1,179千円	 317千円減
　・通信運搬費　発送効率化等による減
　　　　　　　 3,570千円　→　3,051千円	 519千円減
　・諸謝金　看護職就業促進講習会の実績見合
　　　　　　　 3,482千円　→　3,157千円	 325千円減
　・旅費交通費　地域応援ナース・出向助産師実績見合
　　　　　　　 1,209千円　→　　675千円	 534千円減

【支部事業】　　　　　　　　 65,154千円	 13,719千円減
　・旅費交通費・委員謝金・諸謝金
　　　委員会等開催実績・講師謝金実績の減
　　　　　　　42,765千円　→ 33,266千円	 9,499千円減

【管理】　　　　　　　　　　128,263千円	 8,309千円減
　・人件費の減
　　　　　　　85,498千円　→ 82,550千円	 2,948千円減
　　　役員報酬　非常勤役員実績の減
　　　　　　　16,970千円　→ 16,475千円	 495千円減
　　　給料手当（賞与引当金繰入額を含む）　職員不補充による減
　　　　　　　68,528千円　→ 66,075千円	 2,453千円減
　・委員謝金･旅費交通費　委員会開催実績による減
　　　　　　　 8,588千円　→　5,822千円	 2,766千円減
　・支払報酬　年末調整業務実績の減
　　　　　　　 6,387千円→　　4,371千円	 2,016千円減

質向上

確保定着

健康福祉

支部事業
公益共通

会員

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 130,167,000 113,117,579 16% △ 17,049,421

確保定着 ナースセンター・労働環境改善等 82,417,000 79,526,353 12% △ 2,890,647

健康福祉 在宅ケア推進、災害看護、健康づくり、広報活動 20,138,000 19,949,005 3% △ 188,995

支部事業 支部における事業 78,873,000 65,153,664 9% △ 13,719,336

公益共通 人件費・維持費・経費 268,629,000 268,032,513 39% △ 596,487

公　益　合　計 580,224,000 545,779,114 79% △ 34,444,886

収益等 会 員 加入促進、会員に対する福利厚生等 13,393,000 12,744,258 2% △ 648,742

法人 管 理 本会を運営するために必要な事業 136,572,000 128,262,646 19% △ 8,309,354

費　用　合　計 730,189,000 686,786,018 100% △ 43,402,982
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２　資金調達及び設備投資の実績
　　資金支出を伴う資産の取得は下記のとおりです。

３　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　502,700,193円　　＜　　費用　545,779,114円

　⑵　公益目的事業比率：公益目的事業に係る費用は、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 　

⇒
　 545,779,114円 　

＝　79.5%
　　　　　　　総費用　　　　　　 686,786,018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　278,157,612円　＜　遊休財産額の保有上限額　545,779,114円

●事業区分別収益および費用

（単位：円）

設備投資の内容 見　　　込 実　　　績

総合情報システムの構築 4,000,000 3,844,800

蘇 生 人 形 　 ２ 体 800,000 470,880

褥瘡ケアシミュレーター　１台 170,000 146,880

（単位：円）

区　　　分 収　　　益 費　　　用

公益目的事業会計 502,700,193 545,779,114

収 益 事 業 等 会 計 5,884,700 12,744,258

法 人 会 計 260,763,111 128,262,646

合　　　計 769,348,004 686,786,018


