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令和３年度　予算の概要

１　正味財産増減予算

　令和３年度予算においては、事業計画に基づき、看護の質向上に向けた取組み、看護職の確保定着推進
及び道民の健康福祉の増進に資するための経費並びに本会会館等の維持管理に必要な経費を計上しました。
　予算額は、経常収益793,401,000円に対して経常費用811,832,000円であり、当期経常増減額（収支差額）
は△18,431,000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、△23,804,000円となります。

　⑴　経常収益
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※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。

◎収益のポイント（前年度予算との増減の主なもの）

【受講料等収益】　　　　　　　 104,286千円� 14,226千円減
　・研修会定員数見直し・演習中心の研修会中止による減
　　　　　　　　　10,184名　→　　 8,462名� 1,722名減　
【受託事業収益】　　　　　　　 158,242千円� 34,490千円増
　［新規受託］
　・�新型コロナウイルス感染症対策「北海道健康フォローアップ
センター」委託事業

　　　　　　　　　　　 0円　→　33,682千円� 33,682千円増　
　［受託料の増］
　・�訪問看護師確保支援事業（訪問看護ステーション出向支援委
託事業移行分含む）

　　　　　　　　11,162千円　→　12,616千円� 1,451千円増　
　［受託終了］
　・在宅医療・介護連携コーディネーター育成研修委託事業
　　　　　　　　 1,033千円　→　　　 　0円� 1,033千円減　

（単位：千円）

Ａ　経常収益 793,401

Ｂ　経常費用 811,832

Ｃ　当期経常増減額（Ａ－Ｂ） △ 18,431

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） △ 23,804

内　　訳 当年度予算額 構 成 比

受 取 会 費 502,550 63％

受 講 料 等 収 益 104,286 13％

会 館 利 用 料 収 益 132 0％

日 看 協 助 成 金 17,209 2％

受 託 事 業 収 益 158,242 20％

そ の 他 10,982 2％

収　益　合　計 793,401 100％

（単位：千円）

前年度予算額 増　　減

502,550 0

118,512 △ 14,226

132 0

16,694 515

123,752 34,490

11,851 △ 869

773,491 19,910
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⑵　経常費用

◎費用のポイント（前年度予算との増減の主なもの）
【質向上】　　　　　　　　　　 127,238千円� 6,141千円減
　・研修の回数や実施形態を見直したことによる経費の減� 3,948千円減　
　　旅費交通費　21,912千円　→　20,297千円� 1,615千円減　
　　通信運搬費　 3,859千円　→　 4,821千円� 962千円増　
　　印刷製本費　 4,272千円　→　 3,658千円� 614千円減　
　　会場費　　　 3,290千円　→　 2,509千円� 781千円減　
　　委員謝金・諸謝金
　　　　　　　　30,834千円　→　28,934千円� 1,900千円減　
　・支部職能委員長会議をWeb開催へ変更することによる旅費交通費等の減
　　　　　　　　 2,320千円　→　　 566千円� 1,754千円減　
　・在宅医療・介護連携コーディネーター育成事業終了に伴う経費の減
　　　　　　　　 1,033千円　→　　　　 0円� 1,033千円減　

【確保定着】　　　　　　　　　　97,303千円� 6,167千円増
　・訪問看護師確保支援事業拡充
　　（訪問看護ステーション出向支援事業統合分4,392千円含む）
　　　　　　　　 6,230千円　→　12,616千円� 6,386千円増　

【健康福祉】　　　　　　　　　　59,771千円� 30,612千円増
　・新型コロナウイルス感染症対策委託事業新規受託による増
　　　　　　　　　　　 0円　→　33,682千円� 33,682千円増　
　・�訪問看護ステーション出向支援事業を訪問看護師確保支援事
業へ統合することによる減

　　　　　　　　 4,392千円　→　　　　 0円� 4,392千円減　
　・個人会員増加等による協会ニュース発送の通信運搬費増
　　　　　　　　11,908千円　→　12,902千円� 994千円増　

【公益共通】　　　　　　　　　 289,638千円� 6,665千円減
　・クラウド運用サービス見直しによる保守料の減
　　　　　　　　 5,618千円　→　 3,370千円� 2,248千円減　
　・減価償却終了による減価償却費の減
　　　　　　　　58,269千円　→　56,766千円� 1,503千円減　
　・事業収益見合いの消費税納付額の減
　　　　　　　　12,899千円　→　11,873千円� 1,026千円減　
　・支部役員等外部会議参加回数見直しによる旅費交通費の減
　　　　　　　　　 625千円　→　　 165千円� 460千円減　

【会員】　　　　　　　　　　　　15,929千円� 2,505千円増
　・会員バッジ作製による消耗品費の増
　　　　　　　　　 317千円　→　 2,166千円� 1,849千円増　
　・新規入会会員用ガイドブック作成による印刷製本費の増
　　　　　　　　　　22千円　→　　 528千円� 506千円増　

（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 127,238 16％ 133,379 △ 6,141

確保定着 ナースセンター・労働環境改善等 97,303 12％ 91,136 6,167

健康福祉 在宅ケア推進、災害看護、健康づくり、広報活動 59,771 7％ 29,159 30,612

支部事業 支部における事業 81,275 10％ 81,450 △ 175

公益共通 人件費・維持費・経費 289,638 36％ 296,303 △ 6,665

小　　計 655,225 81％ 631,427 23,798

収益等 会 員 加入促進、会員に対する福利厚生等 15,929 2％ 13,424 2,505

法　人 管 理 本会を運営するために必要な事業 140,678 17％ 140,804 △ 126

費用合計 811,832 100％ 785,655 26,177
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２　資金調達及び設備投資の見込み（正味財産予算書に計上されない経常支出）
　資金調達及び設備投資予定なし。

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「収支相償」･「公益目的事業比率」･「遊休財産額の保有制限」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　534,215,000円　　＜　　費用　655,225,000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 

　 ⇒ 　
 655,225,000円 

　 ＝ 　80.7％
　　　　　　　総費用　　　　　　　 811,832,000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
　令和３年度予算における遊休財産の保有上限額は、公益目的事業費用と同額の655,225,000円とな
ります。
　本会の遊休財産は、主に決算時の収支差額と前年度の繰越金ですが、その一部は遊休財産からの控
除対象となる現会館の大規模修繕及び新会館建設費用としての積立金となるため、この保有上限額を
超えません。

※遊休財産額：法人の純資産のうち使途の定まらないものの額

●事業区分別収益及び費用（令和３年度予算）

（単位：円）

区　　　分 収　　　益 費　　　用

公益目的事業会計 534,215,000 655,225,000

収 益 事 業 等 会 計 6,555,000 15,929,000

法 人 会 計 252,631,000 140,678,000

合　　　計 793,401,000 811,832,000
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