
（内特定資産への充当額）

Ⅰ資産の部

１．流動資産

現金 0 0 0

預り金 3,961 0 3,961

Ⅱ負債の部

１．流動負債

固定資産合計 999,583 999,583 0

資産合計 34,202,778 30,824,178 3,378,600

２．一般正味財産 31,575,121 23,736,002 7,839,119

Ⅲ正味財産の部

１．指定正味財産

流動負債合計 2,627,657 7,088,176 △ 4,460,519

負債合計 2,627,657

正味財産合計 31,575,121 23,736,002 7,839,119

負債及び正味財産合計 34,202,778 30,824,178 3,378,600

7,088,176 △ 4,460,519

指定正味財産合計 0 0 0

(999,583) (999,583) (0)

前受金（次年度年次大会） 858,000 4,164,000 △ 3,306,000

未払費用 1,283,596 1,969,097 △ 685,501

前受会費 360,000 650,000 △ 290,000

未払法人税等 122,100 116,800 5,300

仮受金 0 23,179 △ 23,179

未払消費税等 0 165,100 △ 165,100

２．固定資産

(１)特定資産

特別目的寄付金積立（国際貢献）

特定資産合計

0

0

999,583

999,583

999,583

999,583

流動資産合計 33,203,195 29,824,595 3,378,600

貯蔵品 244,824 435,113 △ 190,289

前払金（次年度年次大会） 184,400 88,091 96,309

未収入金 270,600 653,000 △ 382,400

未収会費 190,000 40,000 150,000

貸借対照表
令和4年6月30日現在

【一般会計】
（単位:円）

科目 当年度 前年度 増  減

当座預金 20,997,637 17,531,058 3,466,579

普通預金 11,315,734 11,077,333 238,401

※学会誌在庫分製作費

※

一般社団法人日本災害看護学会



【一般会計】 △は減額の意味　（単位:円）

予算額 当期決算額 差異 備　　考

Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部

（1）経常収益
年会費 [12,520,000] [14,430,000] [1,910,000]

個人会員会費 (11,850,000) (13,660,000) (1,810,000) 個人会員1,366人分
組織会員会費 (620,000) (700,000) (80,000) 組織会員35施設分
賛助会員会費 (50,000) (70,000) (20,000) 賛助会員7口分

学会誌販売 [480,850] [478,200] [△ 2,650]
定期購読 480,850 456,000 △ 24,850
一時購読 0 22,200 22,200

看護教育セミナー参加費 [240,000] [249,000] [9,000] 1回開催（Ｗｅｂ）参加者73名（会員53名、非会員20
名）

減災ﾅｰｽ指導者研修会参加費 [625,000] [637,000] [12,000] 研修会（Ｗｅｂ）_4期生25名参加、フォローアップセミ
ナー12名参加

減災ﾅｰｽ認定指導者登録料 [250,000] [0] [△ 250,000] 令和4年度に手続きとなるため
年次大会収入 [10,754,000] [14,263,000] [3,509,000] 令和3年9月開催（Web）参加費_856名（会員375名・非

会員401名・学生80名）、講演集・共催セミナー・企業
展示・広告収入、寄付金、助成金

許諾抄録利用料 [0] [0] [0]
著作権使用料 [9,108] [9,900] [792] 医学書院、サンメディア
寄付 [0] [0] [0]
特別目的寄付金（国際貢献） [0] [0] [0]
利子 [92] [132] [40]
その他の収入 [0] [30,004] [30,004] 前受会費→令和2年度会費収入の修正、日本財団

助成金用口座の預金利息
　経常収益計 24,879,050 30,097,236 5,218,186

（2）経常費用
事業費 [22,515,524] [16,537,241] [△ 5,978,283]

学会誌編集･発行 (6,333,000) (4,329,621) (△ 2,003,379) 学会誌Vol.23　No1～3発行
ネットワーク活動 (1,774,680) (100,900) (△ 1,673,780) 委員会開催3回（Zoom）
社会貢献･広報 (909,300) (415,872) (△ 493,428) 委員会開催2回（Zoom）、ニュースレター42号発行，

印刷発送、43号PDF化
ホームページ (394,450) (282,200) (△ 112,250) 委員会開催2回(内1回Zoom）、ホームページ維持管

理（12ケ月）、更新
組織会員の活動推進 (218,000) (30,221) (△ 187,779) 委員会開催3回（Zoom）、「災害訓練を見直す」研修

案内印刷、シンポジウム開催１回
国際交流の推進 (346,500) (55,920) (△ 290,580) 委員会開催2回（Zoom）、JSDN英語版ホームページ

の更新
教育活動委員会 (211,500) (93,500) (△ 118,000) セミナーの参加登録管理およびオンデマンド配信
看護教育セミナー (103,640) (30,437) (△ 73,203) 委員会開催8回(Zoom）、教育セミナー開催・運営　1

回（Web）
「まちの減災ナース指導者」研修会 (608,000) (228,541) (△ 379,459) 委員会開催11回（Zoom10回、対面１回）､4期生指導

者研修会（1日間），3期生フォローアップセミナー（1
日間）

「まちの減災ナース指導者」認証制度委員会　 (277,000) (97,680) (△ 179,320) 委員会開催3回(Zoom）、商標登録手続き
災害看護用語検討プロジェクト (173,280) (46,090) (△ 127,190) 委員会開催(Zoom）,資料印刷発送、HP枠組訳登録

他作業
将来構想 (100,000) (0) (△ 100,000) 委員会開催（Zoom、メール)
若手アカデミープロジェクト (300,000) (0) (△ 300,000) 委員会開催12回（Zoom)
COVID-19災害プロジェクト (300,000) (0) (△ 300,000) 会議開催（Zoom）
新委員会設置準備 (45,000) (34,360) (△ 10,640)
募金事業 (358,699) (358,736) (37) 「令和元年台風１９号」「COVID-19を原因とする災

害」の募金事業：宮城県丸森町での活動
第23回年次大会に関わる費用 (7,422,475) (10,173,163) (2,750,688) 委託費、年次大会事務局費等
所属組織会費等 (640,000) (260,000) (△ 380,000) 日本看護系学会協議会、看護系学会等社会保険連

合（看保連）、防災学術連携体
役員選挙関係経費 (0) (0) (0)
災害関連対策費 (2,000,000) (0) (△ 2,000,000) 先遣隊活動なし

管理費 [8,216,470] [5,720,876] [△ 2,495,594]
理事会･代議員会 (228,620) (146,494) (△ 82,126) 理事会7回(Zoom) ,代議員会１回（Zoom）
総会･組織会員会 (265,000) (0) (△ 265,000) 組織会員会1回(Zoom)
事務局費 (2,087,000) (1,554,686) (△ 532,314) 事務局運営費、事務局運営会議、令和2年度会計監

査、功労賞名誉会員表彰状等
登録業務委託費 (3,700,000) (3,897,596) (197,596) 株式会社ガリレオ（12ヶ月分)
租税公課 (0) (0) (0) 地方税及び地方消費税（令和3年度は免税事業者）
法人税等 (116,800) (122,100) (5,300) 法人都民税均等割・法人事業税
予備費 (1,819,050) (0) (△ 1,819,050)

　経常費用計 30,731,994 22,258,117 △ 8,473,877
　当期経常増減額 △ 5,852,944 7,839,119 13,692,063

2.経常外増減の部
（1）経常外収益

　経常外収益計 0 0 0
（2）経常外費用

　経常外費用計 0 0 0
　当期一般正味財産増減額 △ 5,852,944 7,839,119 13,692,063

　一般正味財産期首残高 23,736,002 23,736,002 0
　　一般正味財産期末残高 17,883,058 31,575,121 13,692,063

Ⅱ指定正味財産増減の部
　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　指定正味財産期首残高 0 0 0
　　指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ正味財産期末残高 17,883,058 31,575,121 13,692,063

科目

(会計年度 令和3年7月1日～ 令和4年6月30日) 

 令和3年度 予算対比正味財産増減計算書


