
収入の部
1 特定資産運用収益

(1) 特定資産受取利息 公益 10,000 特定資産受取利息

2 会費収入
(1) 会費収入 公益 28,440,000 会員数（平成31年2月現在をもとに計上） 公益 80.00%

法人 7,110,000 会員数（平成31年2月現在をもとに計上） 法人 20.00%

3 事業収益

(1) 学術集会 公益 21,801,200
≪第65回学術集会≫
参加費収入、広告関係費、商業展示出展料、共催セミナー、寄附金・助成金、日本小児保健協会
拠出金200万円

(2) 投稿料 公益 4,080,000 論文掲載料

(3) 受講料 公益 3,308,000
小児救急電話相談スキルアップ研修会（基礎コース、実践コース）、傷害予防教育セミナー、小児
保健セミナー、多職種のための乳幼児健診講習会、多職種のための発達障害の講習会

4 受取補助金等
(1) 受取民間補助金　 公益 260,000 広告費
(2) 助成金等 公益 2,717,000 研修会助成申請

5 雑収入
(1) 雑収入 公益 300,000 コンビニ収納手数料
(2) 寄附金 公益 0

収入合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77,287,00068,026,200

支出の部
事業費

(1)学術集会費 公益 21,801,200
≪第65回学術集会≫
事前準備関係費、当日運営関係費、事後処理費、予備費、消費税等

(2)会誌発行費 公益 3,880,000 「小児保健研究」年間6回発行（編集委託費12か月、学術集会講演集送料、封入作業費用）
(3)講師謝礼 公益 2,345,000 セミナー、研修会等（謝金・日当）
(4)原稿料 公益 400,000 「小児保健研究」総説、視点 、提言
(5)調査研究費 公益 0 実施なし

(6)ＨＰ経費 公益 4,088,088
HP保守料12か月、「小児保健研究」電子ジャーナル掲載運用費、ホームページ修正費用等、会員Ｉ
Ｄ・パスワード発行システム仕様調整、ホームページ更改、UMINサーバリプレイス作業費用等

(7)小児保健奨励賞 公益 200,000 研究助成@100,000円Ｘ2論文
(8)都道府県研修会小児保健奨励事業公益 4,700,000 地方講演会開催助成金等　47都道府県×10万円
(9)日本小児連絡協議会 公益 148,000 日本小児科連絡協議会関係費 （交通費等）
(10)人件費 公益 5,634,000 セミナー、講習会等人件費、事務局職員給与 公益 90%

(11)厚生費 公益 758,700 事務局職員の社会保険料（健康保険・厚生年金・雇用保険）、労働保険料、健康診断 公益 90%

(12)役員報酬 公益 90,000 役員報酬に関する規程に記載される監事に対する報酬費用として 公益 90%

(13)会議費(飲食費） 公益 981,985 各委員会弁当、お茶等（人数分×回数） 公益 85%

(14)印刷費 公益 3,783,850 学術集会講演集、委員会・研修会等資料、等 公益 85%

(15)通信運搬費 公益 2,526,850 学術集会講演集、委員会・研修会開催運営、等 公益 85%

(16)旅費交通費 公益 5,953,350 委員会・研修会、日本小児連絡協議会合同委員会、その他会議等 公益 85%

(17)消耗品費 公益 84,500 事務局管理用物品、来客用お茶、事務局飲料サーバ12ヶ月等 公益 85%

(18)事務用品費 公益 175,000 事務用品 公益 85%

(19)備品費 公益 141,100 事務局ＯＡ機器等保守費用 公益 85%

(20)事務機リース料 公益 478,800 複合機、電話機、セキュリティシステムUTM、事務局I携帯 公益 75%

(21)家賃（光熱水料費を含む） 公益 2,799,000 公益 75%

(22)修繕費 公益 9,000 事務局オフィス蛍光灯交換等 公益 75%
(23)会場借料 公益 2,385,500 委員会・研修会開催等

(24)関係団体分担費 公益 150,000
関係団体会費等（健康日本21推進全国連絡協議会、母子保健推進協議会、予防接種推進専門
協議会分担金等）

(25)啓発雑貨製作費 公益 0 メールマガジン運用費
(26)雑費 公益 106,000 電報代、清掃委託費、火災保険料、固定資産税、証明書類取得費用、司法書士委託費用等
事業費支出合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7927657763,619,923

管理費
(1)選挙費 法人 555,000 H30年度代議員・役員改選（H31年～選挙人名簿作成、名簿発送、選挙実施）
(2)年会費請求費 法人 688,000 新年度会費請求書印刷およびコンビニ収納契約金、年2回未納督促請求書発送
(3)人件費 法人 600,000 事務局職員2名（給与、賞与）、退職金準備金 法人 10%

(4)厚生費 法人 84,300 事務局職員の社会保険料（健康保険・厚生年金・雇用保険）、労働保険料、健康診断
法人 10%

(5)役員報酬 法人 10,000
役員報酬に関する規程に記載される監事に対する報酬費用として（役員は無報酬。ただし、決算
監査1回について10万円を限度に支給することができる（定款））

法人 10%

(6)会議費(飲食費） 法人 14,265 常任理事会、理事会、総会 法人 15%

(7)印刷費 法人 39,150
キャノン（カウンター、トナー）25,000円×12ヶ月=300,000円、コピー用紙3,000円×12回=36,000円、
協会封筒（角2・100,000円、長3・50,000円）=150,000円※会費請求封筒（窓付き封筒）は会員費用
として別途計上

法人 15%

(8)通信運搬費 法人 84,150
郵便（管理費郵送料）10,000円×12ヶ月=120,000円、ヤマト・佐川急便3,000円×12ヶ月=36,000
円、ＮＴＴ10,000円×12か月=120,000円※会費請求発送費は会員費用として別途計上

法人 15%

(9)旅費交通費 法人 166,650
常任理事会、理事会（総会開催時を除く）、事務局職員交通費等。（関東近県一律2,000円、遠方
実費、宿泊代一律14,000円）

法人 15%

(10)消耗品費 法人 10,500
事務局飲料サーバ+来客用お茶等5,000円×12ヶ月=60,000円、事務局衛生管理消耗品（洗剤、掃
除用具等）等10,000円

法人 15%

(11)事務用品費 法人 30,000 事務用品費、ノートPC、協会封筒は印刷費に計上。 法人 15%

(12)備品費 法人 24,900
浅間商事OAサポート費用@9,000円（3,000円×PC3台）×12ヶ月=108,000円、PCAサポート50000
円、ドメイン使用料8000円

法人 15%

(13)事務機リース料 法人 159,600
リース代：複合機26,000円×12ヶ月=312,000円、電話機（リース終了金額）3,200円×12か月
=38,400円、セキュリティシステムUTM23,000円×12ヶ月=276,000円、KDDI携帯1,000円×12か月

法人 25%

(14)家賃（光熱水料費を含む） 法人 933,000 （家賃285,000円+光熱費26000円）×12ヶ月 法人 25%

(15)修繕費 法人 3,000 事務局オフィス蛍光灯等 法人 25%

(16)会場借料 法人 195,000 理事会（決算承認理事会、総会開催時理事会）、総会
(17)郵便振込手数料負担金 法人 650,000 振り込み手数料、みずほﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ月額料、コンビニ収納手数料（三菱東京UFJ）
(18)顧問料 法人 920,000 久保田会計事務所顧問料60,000円×12ヶ月、決算費用200,000円
(19)慶弔費 法人 20,000 弔電
(20)倉庫保管費（蔵敷料） 法人 21,600 1800円×12ヶ月倉庫保管費
(21)雑費 法人 61,000 事業系有料ごみ処理券2500円×12ヶ月=30,000円、火災保険26000円、証明書類等取得費用
管理費支出合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15038000

5,270,115
事業費支出＋管理費支出 68,890,038

収入-支出 -863,838 

公益社団法人  日本小児保健協会
（単位：円）

平成31（2019）年度予算書(内訳)
　   　（平成31（2019）年4月1日～2020年3月31日）　　


