
（単位：円）

Ⅰ　資産の部
　1.　流動資産

現金・切手 39,854

普通預金 4,920,397

当座預金 2,752,255

定期預金 8,000,000

未収金 645,890

立替金 1,467

預け金 300,000

前払費用 289,060

流動資産合計 16,948,923

　2.　固定資産
基本財産 定期預金 5,000,000

特定資産
国際交流積立資産 定期預金 4,809,059

国内学会活動積立資産 定期預金 3,000,000

特定資産合計 7,809,059

その他固定資産
保証金 174,930

退職給付引当資産 定期預金 2,265,000

2,439,930

固定資産合計 15,248,989

資産の部合計 32,197,912

Ⅱ　負債の部
　1.　流動負債

未払費用 423,094

前受金 829,560

前受会費 7,938,000

預り金 25,522

流動負債合計 9,216,176

　2.　固定負債
退職給付引当金 2,265,000

固定負債合計 2,265,000

負債の部合計 11,481,176

Ⅲ　正味財産の部
　1.　指定正味財産 9,809,059

　（うち基本財産への充当額） (5,000,000)

　（うち特定資産への充当額） (4,809,059)

　2.　一般正味財産 10,907,677

　（うち基本財産への充当額）
　（うち特定資産への充当額） (3,000,000)

（-688,653）
正味財産の部合計 20,716,736

負債及び正味財産の部合計 32,197,912

その他固定資産合計

（うち当期正味財産増減額）

（平成27年3月31日現在）

平成26年度　貸借対照表



公益・法人
合計

①基本財産運用益 ¥999 ¥999

基本財産受取利息 ¥999 ¥999

②特定資産運用益 ¥1,622 ¥1,622

特定資産受取利息 ¥1,622 ¥1,622

③受取会費 ¥5,100,800 ¥7,651,200 ¥12,752,000

正会員会費収入 ¥2,844,000 ¥4,266,000 ¥7,110,000

学生会員会費収入 ¥46,400 ¥69,600 ¥116,000

団体会員会費収入 ¥870,400 ¥1,305,600 ¥2,176,000

賛助会員会費収入 ¥1,300,000 ¥1,950,000 ¥3,250,000

特別会費収入 ¥40,000 ¥60,000 ¥100,000

④事業収益 ¥4,511,774 ¥1,327,000 ¥5,838,774
¥1,107,000 ¥1,107,000

¥455,000 ¥455,000

¥524,774 ¥524,774

¥1,685,000 ¥1,327,000 ¥3,012,000

¥0

¥500,000 ¥500,000

¥240,000 ¥240,000

⑤受取補助金等 ¥3,050,000 ¥3,050,000

受取助成金・協賛金等 ¥2,650,000 ¥2,650,000

学会賞賛助金 ¥400,000 ¥400,000

⑥受取寄附金 ¥24,000 ¥0 ¥24,000

一般寄付金 ¥24,000 ¥0 ¥24,000

使途特定寄附金 ¥0 ¥0 ¥0

⑦雑収益 ¥7,561 ¥7,561

受取利息 ¥2,737 ¥2,737

雑収益 ¥4,824 ¥4,824

¥12,689,195 ¥8,985,761 ¥21,674,956

①事業費 ¥13,652,077 ¥0 ¥13,652,077

人件費 ¥2,972,133 ¥2,972,133

給与手当 ¥2,209,717 ¥2,209,717

退職金 ¥12,000 ¥12,000

退職給与引当金繰入額 ¥72,000 ¥72,000

職員交通費 ¥70,088 ¥70,088

法定福利費 ¥192,586 ¥192,586

福利厚生費 ¥65,742 ¥65,742

臨時雇用賃金 ¥350,000 ¥350,000

事業経費 ¥10,679,944 ¥10,679,944

編集費 ¥692,876 ¥692,876

印刷製本費 ¥3,658,932 ¥3,658,932

会誌等郵送費 ¥905,283 ¥905,283

英文誌買上金 ¥160,446 ¥160,446

大会会場費 ¥1,201,680 ¥1,201,680

大会諸経費 ¥1,305,020 ¥1,305,020

懇親会開催費 ¥0 ¥0

学会賞等副賞費 ¥350,000 ¥350,000

学会賞諸経費 ¥204,576 ¥204,576

市民公開講座諸経費 ¥379,000 ¥379,000

地区部会活動費 ¥175,718 ¥175,718

広報活動費 ¥69,546 ¥69,546

助成事業費 ¥602,160 ¥602,160

通信費 ¥83,815 ¥83,815

事務消耗品費 ¥282,565 ¥282,565

事務所賃貸料 ¥512,796 ¥512,796

光熱費 ¥95,531 ¥95,531

支払手数料 ¥0

②管理費 ¥9,311,532 ¥9,311,532

人件費 ¥3,879,361 ¥3,879,361

給与手当 ¥3,306,992 ¥3,306,992

退職金 ¥18,000 ¥18,000

退職給与引当金繰入額 ¥108,000 ¥108,000

職員交通費 ¥112,716 ¥112,716

法定福利費 ¥235,025 ¥235,025

福利厚生費 ¥98,628 ¥98,628

一般諸経費 ¥5,432,171 ¥5,432,171

会議費 ¥2,444,772 ¥2,444,772

旅費交通費 ¥980,820 ¥980,820

通信費 ¥198,463 ¥198,463

事務消耗品費 ¥439,099 ¥439,099

支払顧問料等 ¥334,800 ¥334,800

事務所賃貸料 ¥512,796 ¥512,796

光熱費 ¥95,535 ¥95,535

租税公課 ¥70,000 ¥70,000

支払手数料 ¥115,627 ¥115,627

未収入金取立不能額 ¥102,400 ¥102,400

雑費 ¥137,859 ¥137,859

¥13,652,077 ¥9,311,532 ¥22,963,609

-962,882 -325,771 -1,288,653

600,000

600,000 0 600,000

-362,882 -325,771 -688,653

11,596,330

10,907,677

-600,000 -600,000

10,409,059

9,809,059

20,716,736

公益割合 59.45% 40.55%

一般正味財産期末残高

Ⅱ指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ正味財産期末残高

2.経常外増減の部

（1）経常外収益
（2）経常外費用
当期経常外増減額

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

経常費用計

評価損益等調整前当期増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
評価損益等計

当期経常増減額

大会参加費
懇親会参加費
広告掲載収益
事業雑収益

経常収益計

（2）経常費用

Ⅰ　一般正味財産増減の部

1.　経常増減の部

（1）経常収益

会誌等頒布収益
英文誌賛助収益
著作権収入等

平成26年度正味財産増減計算書（決算）

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科　　目
合　計　額

公益目的事業 法人会計



1.　特定資産の明細

（単位：円）

当期末残高

5,000,000

5,000,000

特定資産

4,809,059

3,000,000

7,809,059

12,809,059

2.　引当金の明細

（単位：円）

目的使用 その他

170,000 2,265,000

期末残高

退職給付引当金 2,255,000 180,000

科　目 期首残高 当期増加額
当期減少額

小 　　計 8,409,059 0 600,000

合　 　計 13,409,059 0 600,000

国際交流積立資産 5,409,059 0 600,000

国内学会活動積立資産 3,000,000 0 0

小　 　計 5,000,000 0 0

基本財産

定期預金 5,000,000 0 0

附属明細書

科 　　目 期首残高 当期増加額 当期減少額

(平成27年3月31日現在）



(単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　額

現金・切手 現金　手元保管 運転資金として 35,206

切手　手元保管 4,648

普通預金 みずほ銀行 運転資金として 4,210,652

三菱東京UFJ銀行 運転資金として 709,745

当座預金 ゆうちょ銀行 運転資金として 2,752,255

定期預金 三菱東京UFJ銀行 運転資金として 8,000,000

未収金 平成25・26年度正会員会費 公益目的事業及び法人会計に係る未収会費 390,000

平成26年度団体会費 公益目的事業及び法人会計に係る未収会費 176,000

会誌頒布収益 公益目的事業に係る未収金 3,840

別刷収益 公益目的事業に係る未収金 36,000

広告掲載収益 公益目的事業に係る未収金 36,000

著作権収入等 公益目的事業に係る未収金 4,050

立替金 別刷送料立替金 公益目的事業に係る立替金 1,467

預け金 67回大会運営資金 公益目的事業に係る預け金 300,000

前払費用 （公財）日本イタリア会館　4月分賃料 公益目的事業及び法人会計に係る前払い費用 85,466

京都市国際交流会館（理事会会場費）法人会計に係る前払費用 6,170

手元保管　（会誌発送用封筒27年度用） 公益目的事業に係る前払費用 64,800

大会諸経費 公益目的事業に係る前払費用 132,624

16,948,923

（固定資産）

定期預金 みずほ銀行　定期預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 5,000,000

国際交流積立資産 みずほ銀行　定期預金 公益目的事業の積立資産として管理されている預金 4,809,059

国内学会活動積立資産 三菱東京UFJ銀行　定期預金 共有財産 3,000,000

保証金 （公財）日本イタリア会館 共有財産 174,930

退職給付引当資産 みずほ銀行　定期預金 職員の退職給付に備えるために積立資産として管理されている預金 2,265,000

15,248,989

32,197,912

（流動負債）

未払費用 会誌郵送費 公益目的事業に係る経費の未払費用 6,960

広報活動費 公益目的事業に係る経費の未払費用 25,155

職員給与・交通費 公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の3月分である。 231,718

法定福利費 社会保険料の未払費用 52,783

事務消耗品費 公益目的事業及び管理目的業務に係る経費の未払費用 6,958

通信費 公益目的事業及び管理目的業務に係る経費の未払費用 2,520

顧問料 管理目的業務に係る経費の未払費用 27,000

法人市民税・府民税 70,000

前受金 会誌頒布収益の前受金 公益目的事業に係る前受金 514,560

英文誌賛助収益の前受金 公益目的事業に係る前受金 140,000

学会賞賛助金の前受金 公益目的事業に係る前受金 100,000

広告料の前受金 公益目的事業に係る前受金 75,000

前受会費 平成27年度に係る会費の前受金 公益目的事業及び法人会計に係る会費の前受金 7,938,000

預り金 源泉所得税 職員から徴収した源泉所得税の預り金 6,946

翻訳本委託分 翻訳本委託販売預り金 18,576

9,216,176

　（固定負債）

退職給付引当金 職員に対する退職金の支払いに備えるための引当金 2,265,000

2,265,000

11,481,176

20,716,736

財　産　目　録
平成27年3月31日現在

貸借対照表科目

流動資産合計

固定資産合計

（流動資産）

一般社団法人　日本ビタミン学会

資産合計

固定負債合計

負債合計

正味財産

基本財産

特定資産

その他固定資産

流動負債合計
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