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指定正味財産合計 0 0 0

２．一般正味財産 20,220,892 20,483,198 △ 262,306

Ⅲ正味財産の部

１．指定正味財産

流動負債合計 1,448,775 1,917,245 △ 468,470

負債合計 1,448,775

正味財産合計 20,220,892 20,483,198 △ 262,306

負債及び正味財産合計 21,669,667 22,400,443 △ 730,776

1,917,245 △ 468,470

預り金 568 0 568

前受金（次年度年次大会） 365,600 1,444,800 △ 1,079,200

未払費用 632,607 392,445 240,162

前受会費 450,000 80,000 370,000

未払法人税等 0 0 0

Ⅱ負債の部

１．流動負債

資産合計 21,669,667 22,400,443 △ 730,776

流動資産合計 21,669,667 22,400,443 △ 730,776

前払金（次年度年次大会） 2,723,943 1,437,121 1,286,822

未収入金 80,000 101,950 △ 21,950

現金 0 0 0

当座預金 6,646,993 5,981,665 665,328

貸借対照表
2019年6月30日現在

一般社団法人日本災害看護学会 （単位:円）

科目 当年度 前年度 増  減

Ⅰ資産の部

１．流動資産

普通預金 12,218,731 14,879,707 △ 2,660,976
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△は減額の意味　（単位:円）　

予算額 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 [13,560,000] [14,740,000] [1,180,000]
個人会員会費 (12,720,000) (13,890,000) (1,170,000) 個人会員1,389人分
組織会員会費 (760,000) (760,000) (0) 組織会員38施設分
賛助会員会費 (80,000) (90,000) (10,000) 賛助会員9口分

学会誌販売 [513,406] [544,050] [30,644]
看護教育セミナー参加費 [300,000] [277,000] [△ 23,000] ２回開催（兵庫　東京）
減災ﾅｰｽ指導者研修会参加費 [408,000] [393,000] [△ 15,000] 認定講座セミナー 参加者（26人）
許諾抄録利用料 [10,784] [1,684] [△ 9,100]
著作権使用料 [4,276] [3,110] [△ 1,166]
寄付 [0] [131,632] [131,632] 『平成30年7月豪雨（西日本豪雨） 』募金
利子 [117] [98] [△ 19]
第20回年次大会 [22,062,400] [23,688,872] [1,626,472] 兵庫県 神戸国際会議場 （参加 1,543人）
第21回年次大会　前受金 [3,600,000] [0] [△ 3,600,000]

　経常収益計 40,458,983 39,779,446 △ 679,537
（2）経常費用

理事会･代議員会 [2,256,000] [1,740,189] [△ 515,811] 理事会6回(神戸3回、大阪3回),　代議員会1回（神戸）
総会･組織会員会 [361,000] [232,559] [△ 128,441] 組織会員会1回(神戸),　総会資料・総会案内印刷発送他
事業費 [11,011,632] [8,845,601] [△ 2,166,031]

学会誌編集･発行 (4,632,800) (4,226,587) (△ 406,213) 学会誌Vol.20 No.1～3 発行
ネットワーク活動 (1,753,560) (1,372,755) (△ 380,805) 委員会開催3回、調査調整部会議3回、先遣隊会議1回､年次大会ﾌﾞｰｽ出展

社会貢献･広報 (696,820) (468,994) (△ 227,826) 委員会開催2回、ニュースレター36・37号発行
ホームページ (349,720) (269,600) (△ 80,120) ホームページ維持・管理（12ヶ月）、更新
組織会員の活動推進 (300,000) (72,064) (△ 227,936) 委員会開催1回、年次大会情報交換会･ﾌﾞｰｽ出展、
国際交流の推進 (1,055,578) (696,482) (△ 359,096) 第5回WSDN理事会会議費、WSDN新理事引き継ぎ、ﾈﾊﾟｰﾙ災害研修講師派遣

教育活動 (259,500) (132,851) (△ 126,649) 委員会開催（認定講座ｾﾐﾅｰ前後含む）6回
減災ナース指導者研修会 (489,500) (501,609) (12,109) 認定講座ｾﾐﾅｰ開催･運営
看護教育セミナー (359,500) (390,878) (31,378) 教育ｾﾐﾅｰ開催・運営
災害看護用語検討プロジェクト (491,614) (490,691) (△ 923) 会議開催3回、
熊本プロジェクト (223,040) (223,090) (50) 研修会開催、災害支援ﾅｰｽ活動用品
　将来構想 (100,000) (0) (△ 100,000)
　若手アカデミー設立 (300,000) (0) (△ 300,000)

所属組織会費等 [640,000] [429,380] [△ 210,620] 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

事務局費 [873,000] [802,959] [△ 70,041] 事務局運営費、事務局運営会議、平成29年度会計監査
20周年記念事業費 [261,000] [267,346] [6,346] 特別講演、20周年式典､功労者表彰（7人）
役員選挙関係経費 [193,000] [242,191] [49,191]
登録業務委託費 [3,800,000] [3,859,493] [59,493] 株式会社ガリレオ（12ヶ月分)
災害関連対策費 [1,000,000] [746,894] [△ 253,106] 平成30年7月豪雨（西日本豪雨） 先遣隊活動（岡山､愛媛､広島､など）
法人税等 [70,000] [70,000] [0]
第20回年次大会に関わる費用 [20,648,237] [22,805,140] [2,156,903]
第21回年次大会準備金 [1,758,920] [0] [△ 1,758,920] 先払いの為ゼロ計上
予備費 [18,069,392] [0] [△ 18,069,392]

　経常費用計 60,942,181 40,041,752 △ 20,900,429
　当期経常増減額 △ 20,483,198 △ 262,306 20,220,892

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 20,483,198 △ 262,306 △ 20,745,504
　　一般正味財産期首残高 20,483,198 20,483,198 0
　　一般正味財産期末残高 0 20,220,892 20,220,892

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 0 20,220,892 20,220,892

科目

(会計年度 2018年7月1日～ 2019年6月30日) 

 2018年度 一般社団法人日本災害看護学会　予算対比正味財産増減計算書（案）


