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令和４年度　予算の概要

１　正味財産増減予算

　令和４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762,292,000円に対して経常費用772,682,000円であり、当期経常増減額（収支差額）
は△10,390,000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、△15,763,000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）

【受取会費】　　　　　　　　　　 500,250千円� 2,300千円減
　・目標会員数の減　 43,700名　→　 43,500名� 200名減　
【受講料等収益】　　　　　　　　 106,595千円� 2,309千円増
　・保健師助産師看護師実習指導者講習会� 2,800千円増　
　　受講料単価の増　 40,000円　→　 55,000円
　　受講定員数の増　　　150名　→　　  160名
【受託事業収益】　　　　　　　　 127,160千円� 31,082千円減
　［受託終了］
　・新型コロナウイルス感染症対策委託事業
　　　　　　　　　 33,682千円　→　　　  0円� 33,682千円減　
　［受託事業の拡充］
　・保健師助産師看護師実習指導者講習会委託事業
　　　　　　　　　　3,750千円　→　5,880千円� 2,130千円増　

（単位：千円）

Ａ　経常収益 762,292

Ｂ　経常費用 772,682

Ｃ　当期経常増減額（Ａ－Ｂ） △ 10,390

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） △ 15,763

（単位：千円）

内　　訳 当年度予算額 構 成 比

受 取 会 費 500,250 66％

受 講 料 等 収 益 106,595 13％

会 館 利 用 料 収 益 132 0％

日 看 協 助 成 金 17,200 2％

受 託 事 業 収 益 127,160 17％

そ の 他 10,955 2％

収　益　合　計 762,292 100％

（単位：千円）

前年度予算額 増　　減

502,550 △ 2,300

104,286 2,309

132 0

17,209 △ 9

158,242 △ 31,082

10,982 △ 27

793,401 △ 31,109
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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】　　　　　　　　　　 135,463千円� 8,225千円増
　・継続教育担当者のための企画運営研修会
　　形式をWebに変更することによる旅費交通費の減
　　　　　　　　 1,523千円　→　 　149千円� 1,374千円減　
　・認定看護管理者教育課程ファーストレベル
　　�演習支援者への諸謝金及び形式をWebに変更することによ
る講義資料郵送料の増

　　　　　　　　12,358千円　→　13,803千円� 1,445千円増　
　・看護研究学会オンデマンド配信の委託費及び会場使用料の増
　　　　　　　　 5,230千円　→　 6,421千円� 1,191千円増　
　・メディカルオンライン（電子ジャーナル）の導入による新聞図書費の増
　　　　　　　　 4,251千円　→　 4,983千円� 732千円増　
　・支部職能委員長会議集合開催することによる旅費交通費の増
　　　　　　　　　 566千円　→　 2,291千円� 1,725千円増　
　・保健師助産師看護師実習指導者講習会
　　ｅ－ラーニングに係る委託費の増及びレポート審査に要する諸謝金の増
　　　　　　　　 8,659千円　→　13,415千円� 4,756千円増　

【確保定着】　　　　　　　　　　85,436千円� 11,867千円減
　・事業移行に伴う減
　　訪問看護師確保支援事業
　　　　　　　　12,616千円　→　　　　 0円� 12,616千円減　

【健康福祉】　　　　　　　　　　39,329千円� 20,442千円減
　・新型コロナウイルス感染症対策委託事業の受託終了
　　　　　　　　33,682千円　→　　　　 0円� 33,682千円減　
　・協会ニュース印刷単価増による印刷製本費の増
　　　　　　　　12,902千円　→　14,313千円� 1,411千円増　
　・事業移行に伴う増
　　訪問看護師確保支援事業
　　　　　　　　　　　 0円　→　12,616千円� 12,616千円増　

【公益共通】　　　　　　　　　 274,321千円� 15,317千円減
　・令和３年度庭園補修工事分委託費の減
　　　　　　　　32,303千円　→　20,761千円� 11,542千円減　
　・減価償却終了による減価償却費の減
　　　　　　　　56,766千円　→　49,366千円� 7,400千円減　
　・非常用自家発電装置点検等による修繕費の増
　　　　　　　　　 368千円　→　2,132千円� 1,764千円増　
　・消費税納付額の増による租税公課の増
　　　　　　　　11,873千円　→　13,353千円� 1,480千円増　

（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 135,463 18％ 127,238 8,225

確保定着 ナースセンター・労働環境改善等 85,436 11％ 97,303 △ 11,867

健康福祉 在宅ケア推進、災害看護、健康づくり、広報活動 39,329 5％ 59,771 △ 20,442

支部事業 支部における事業 81,522 11％ 81,275 247

公益共通 人件費・維持費・経費 274,321 35％ 289,638 △ 15,317

小　　計 616,071 80％ 655,225 △ 39,154

収益等 会 員 加入促進、会員に対する福利厚生等 18,055 2％ 15,929 2,126

法　人 管 理 本会を運営するために必要な事業 138,556 18％ 140,678 △ 2,122

費用合計 772,682 100％ 811,832 △ 39,150
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【会員】　　　　　　　　　　　　18,055千円� 2,126千円増
・会員ガイドブックの作成に係る印刷製本費の増
　　　　　　　　　 528千円　→　 4,350千円� 3,822千円増　
・令和３年度会員バッヂ分の消耗品費の減
　　　　　　　　 2,166千円　→　　 308千円� 1,858千円減　

【管理】　　　　　　　　　　　 138,556千円� 2,122千円減
・令和３年度庭園補修工事分の委託費の減
　　　　　　　　 7,033千円　→　 5,303千円� 1,730千円減　
・職員の退職補充、給与改定等による人件費の減
　　　　　　　　89,379千円　→　87,822千円� 1,557千円減　
・研修用パソコン・研修室Wifi接続アクセスポイント導入等による賃借料の増
　　　　　　　　 1,595千円　→　 2,531千円� 936千円増　

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）
　令和４年度は次の資産の取得を予定しています。

⑴　フェンス新設工事及び庭園芝張り工事　　　　8,490,700円
⑵　心肺蘇生人形２体　　　　　　　　　　　　　　515,240円
⑶　新会員システム開発　　　　　　　　　　　 36,000,000円

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　504,256,000円　　＜　　費用　616,071,000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 

　 ⇒ 　
 616,071,000円 

　 ＝ 　79.7％
　　　　　　　総費用　　　　　　　 772,682,000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４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616,071,000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４年度予算）

（単位：円）

区　　　分 収　　　益 費　　　用
公益目的事業会計 504,256,000 616,071,000
収 益 事 業 等 会 計 6,555,000 18,055,000
法 人 会 計 251,481,000 138,556,000

合　　計 762,292,000 772,682,000
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