
京都市中京区柳馬場通三条下る 槌屋町93-1
六角アーバンリズ502号

第 15期

決　算　報　告　書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人日本HIS研究センター



[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   未　払　金 600,000 
   現　　　金 3,280   前　受　金 648,000 
   当座　預金 10,334   短期借入金 1,092,030 
   普通　預金 400,429    流動負債  計 2,340,030 
    現金・預金 計 414,043 負債の部合計 2,340,030 
  （その他流動資産）
   前払　費用 85,320  【正味財産】
    その他流動資産  計 85,320   前期繰越正味財産額 △ 517,063 
     流動資産合計 499,363   当期正味財産増減額 △ 1,109,764 
 【固定資産】    正味財産　計 △ 1,626,827 
  （投資その他の資産） 正味財産の部合計 △ 1,626,827 
   敷　　　金 213,840 
    投資その他の資産  計 213,840 
     固定資産合計 213,840 

資産の部合計 713,203 負債・正味財産の部合計 713,203 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 平成31年 3月31日 現在
特定非営利活動法人日本HIS研究センター



[税込]（単位：円）

全事業所

  【流動資産】
    （現金・預金）
      現　　　金 3,280 
      当座　預金 10,334 
        ゆうちょ銀行 (10,334)
      普通　預金 400,429 
          三井住友 (400,429)
        現金・預金 計 414,043 
    （その他流動資産）
      前払　費用 85,320 
        その他流動資産  計 85,320 
          流動資産合計 499,363 
  【固定資産】
    （投資その他の資産）
      敷　　　金 213,840 
        投資その他の資産  計 213,840 
          固定資産合計 213,840 
            資産の部  合計 713,203 

  【流動負債】
    未　払　金 600,000 
    前　受　金 648,000 
    短期借入金 1,092,030 
      流動負債  計 2,340,030 
        負債の部  合計 2,340,030 

        正味財産 △ 1,626,827 

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
平成31年 3月31日 現在

財　産　目　録

《資産の部》

《負債の部》



[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員会費収入 1,796,250 
    賛助会員会費収入 480,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 89,000 
  【事業収益】
    病院広報塾収入 137,320 
    BHI収入 612,000 
    講師講演収入 50,000 
  【その他収益】
    受取　利息 3 
    雑　収　益 10,800 
        経常収益  計 3,175,373 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      発　送　費 86,367 
      旅費交通費 6,020 
      会　議　費 64,750 
      事務用消耗品費 70,243 
      備品消耗品費 307 
      印刷製本費 150,660 
      業務委託費 54,000 
      賞　　　品 59,852 
      支払手数料 1,296 
      講　師　料 42,274 
        その他経費計 535,769 
          事業費  計 535,769 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 835,500 
      通　勤　費 115,920 
        人件費計 951,420 
    （その他経費）
      通  信  費 692,302 
      発  送  費 17,531 
      水道光熱費 88,705 
      旅費交通費 44,910 
      会　議　費 66,460 
      事務用消耗品費 92,983 
      備品消耗品費 14,340 
      修　繕　費 42,120 
      地代　家賃 1,023,840 
      租税　公課 600 
      ﾘｰｽ料 436,752 
      諸　会　費 32,400 
      支払手数料 17,838 
      管理　諸費 86,400 
      研  究  費 66,296 
      支払　利息 2,494 
      雑　　　費 1,977 
      市民､府民税 70,000 
        その他経費計 2,797,948 
          管理費  計 3,749,368 

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書



[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人日本HIS研究センター 自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

活　動　計　算　書

            経常費用  計 4,285,137 
              当期経常増減額 △ 1,109,764 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 1,109,764 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 △ 1,109,764 
          前期繰越正味財産額 △ 517,063 
          次期繰越正味財産額 △ 1,626,827 



[税込]（単位：円）

全事業所
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員会費収入 1,796,250 
    賛助会員会費収入 480,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 89,000 
  【事業収益】
    病院広報塾収入 137,320 
    BHI収入 612,000 
    講師講演収入 50,000 
  【その他収益】
    受取　利息 3 
    雑　収　益 10,800 
      経常収益  計 3,175,373 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
      人件費計 0 
    （その他経費）
      発　送　費 86,367 
      旅費交通費 6,020 
      会　議　費 64,750 
      事務用消耗品費 70,243 
      備品消耗品費 307 
      印刷製本費 150,660 
      業務委託費 54,000 
      賞　　　品 59,852 
      支払手数料 1,296 
      講　師　料 42,274 
        その他経費計 535,769 
          事業費  計 535,769 
  【管理費】
    （人件費）
      給料　手当 835,500 
      通　勤　費 115,920 
        人件費計 951,420 
    （その他経費）
      通  信  費 692,302 
      発  送  費 17,531 
      水道光熱費 88,705 
      旅費交通費 44,910 
      会　議　費 66,460 
      事務用消耗品費 92,983 
      備品消耗品費 14,340 
      修　繕　費 42,120 
      地代　家賃 1,023,840 
      租税　公課 600 
      ﾘｰｽ料 436,752 
      諸　会　費 32,400 
      支払手数料 17,838 
      管理　諸費 86,400 
      研  究  費 66,296 
      支払　利息 2,494 
      雑　　　費 1,977 
      市民､府民税 70,000 
        その他経費計 2,797,948 
          管理費  計 3,749,368 

特定非営利活動法人日本HIS研究センター
自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書



[税込]（単位：円）

全事業所
特定非営利活動法人日本HIS研究センター

自 平成30年 4月 1日  至 平成31年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

            経常費用  計 4,285,137 
              当期経常増減額 △ 1,109,764 
【経常外収益】
  経常外収益  計 0 
【経常外費用】
  経常外費用  計 0 

    税引前当期正味財産増減額 △ 1,109,764 
    経理区分振替額 0 
      当期正味財産増減額 △ 1,109,764 
      前期繰越正味財産額 △ 517,063 
      次期繰越正味財産額 △ 1,626,827 




