
自　平成２５年４月１日　　　至　平成２６年３月３１日
（単位：円）

当年度 前年度 増　　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　（１）経常収益
①　基本財産運用益 (10,859,600) (11,312,644) (△453,044)

基本財産運用収入 10,859,600       11,312,644       △453,044

②　事業収益 (28,343,440) (21,655,520) (6,687,920)

情報発信事業収入 393,460           237,520           155,940

受託事業収入 27,949,980       21,418,000       6,531,980

③　雑収益 (100,212) (10,829) (89,383)

　 　経常収益計 39,303,252       32,978,993       6,324,259

　（２）経常費用
①　事業費 (36,605,580) (23,478,101) (13,127,479)

調査研究事業費 4,398,274        1,456,193        2,942,081

情報発信事業費 9,413,125        5,368,683        4,044,442

受託事業費 22,794,181       16,653,225       6,140,956

②　管理費 (6,262,201) (6,493,184) (△230,983)

　 　経常費用計 42,867,781       29,971,285       12,896,496

　 当期経常増減額 △3,564,529 3,007,708        △6,572,237

　２．経常外増減の部

　（１）経常外収益
　経常外収益計 -                    -                    -

　（２）経常外費用
　経常外費用計 -                    -                    -

　 当期経常外増減額 - - -

　 当期一般正味財産増減額 △3,564,529 3,007,708 △6,572,237

　 一般正味財産期首残高 77,023,860       74,016,152       3,007,708

　 一般正味財産期末残高 73,459,331       77,023,860       △3,564,529

Ⅱ　指定正味財産増減の部

①　受取寄付金

受取寄付金 -                    -                    -

②　基本財産運用益

基本財産受取利息 10,859,600       11,312,644       △453,044

③　一般正味財産への振替額

一般正味財産への振替額 △10,859,600 △11,312,644 453,044

　 当期指定正味財産増減額 -                    -                    -

　 指定正味財産期首残高 746,000,000     746,000,000     -

　 指定正味財産期末残高 746,000,000     746,000,000     -

Ⅲ　正味財産期末残高 819,459,331     823,023,860     △3,564,529

正 味 財 産 増 減 計 算 書

科　　　　目



平成２５年度正味財産増減計算書内訳表
（自　平成２５年４月１日 　至 平成２６年３月３１日）

（単位：円）

調査研究
事　　　業

情報発信
事　　　業

小　　計 受託事業 小　　計

Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
(１) 経常収益
　①　基本財産運用益 (-) (-) (-) (-) (-) (10,859,600) (10,859,600)

基本財産運用収入 -                 -                 -                 -                 -                 10,859,600    10,859,600    
　②　事業収益 (-) (393,460) (393,460) (27,949,980) (27,949,980) (-) (28,343,440)

情報発信事業収入 -                 393,460        393,460        -                 -                 -                 393,460        
受託事業収入 -                 -                 -                 27,949,980    27,949,980    -                 27,949,980    

　③　雑収益 (-) (-) (-) (-) (-) (100,212) (100,212)
受取利息 -                 -                 -                 -                 -                 11,444          11,444          
その他 -                 -                 -                 -                 -                 88,768          88,768          

経常収益計 -                 393,460        393,460        27,949,980    27,949,980    10,959,812    39,303,252    
(２) 経常費用
　①　事業費 (4,398,274) (9,413,125) (13,811,399) (22,794,181) (22,794,181) (36,605,580)

法定福利費 17,027          54,178          71,205          126,931        126,931        198,136        
福利厚生費 3,599            11,453          15,052          26,834          26,834          41,886          
会議費 -                 -                 -                 21,000          21,000          21,000          
旅費交通費 288,361        290,511        578,872        1,749,947      1,749,947      2,328,819      
通信運搬費 39,062          863,947        903,009        292,109        292,109        1,195,118      
消耗品費 27,294          185,335        212,629        247,272        247,272        459,901        
印刷製本費 1,082            2,842,225      2,843,307      8,071            8,071            2,851,378      
光熱水料費 5,984            19,040          25,024          44,609          44,609          69,633          
賃借料 192,691        613,109        805,800        1,436,427      1,436,427      2,242,227      
保険料 3,675            11,694          15,369          27,398          27,398          42,767          
諸謝金 63,000          1,518,904      1,581,904      -                 -                 1,581,904      
支払助成金 3,000,000      2,800,000      5,800,000      -                 -                 5,800,000      
委託費 679,025        -                 679,025        17,402,200    17,402,200    18,081,225    
業務委託費 50,347          160,195        210,542        375,315        375,315        585,857        
租税公課 -                 -                 -                 894,050        894,050        894,050        
減価償却費 1,936            6,162            8,098            14,438          14,438          22,536          
雑費 25,191          36,372          61,563          127,580        127,580        189,143        

　②　管理費 (6,262,201) (6,262,201)
給料手当 268,190        268,190        
法定福利費 49,536          49,536          
福利厚生費 10,474          10,474          
会議費 151,080        151,080        
旅費交通費 1,434,041      1,434,041      
通信運搬費 131,454        131,454        
消耗品費 79,403          79,403          
印刷製本費 3,152            3,152            
光熱水料費 17,410          17,410          
賃借料 602,558        602,558        
保険料 10,693          10,693          
諸謝金 630,000        630,000        
業務委託費 146,466        146,466        
支払負担金 162,000        162,000        
交際費 85,750          85,750          
租税公課 2,384,840      2,384,840      
減価償却費 5,637            5,637            
雑費 89,517          89,517          

経常費用計 4,398,274      9,413,125      13,811,399    22,794,181    22,794,181    6,262,201      42,867,781    
   当期経常増減額 △4,398,274 △9,019,665 △13,417,939 5,155,799 5,155,799 4,697,611 △3,564,529

２．経常外増減の部
(１) 経常外収益

経常外収益計 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
(２) 経常外費用

経常外費用計 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
　当期経常外増減額 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 
　当期一般正味財産増減額 △4,398,274 △9,019,665 △13,417,939 5,155,799 5,155,799 4,697,611 △3,564,529
　一般正味財産期首残高 77,023,860    
　一般正味財産期末残高 73,459,331    

Ⅱ　指定正味財産増減の部
　①　受取寄附金

受取寄附金 -                 
　②　基本財産運用益

基本財産受取利息 10,859,600    
　③　一般正味財産への振替額

一般正味財産への振替額 △10,859,600
　当期指定正味財産増減額 -                 
　指定正味財産期首残高 746,000,000   
　指定正味財産期末残高 746,000,000   

Ⅲ　正味期末財産残高 819,459,331   

実施事業等会計 その他事業会計
法人会計 合　計
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