
一般社団法人　日本品質管理学会 （単位：円）

科　　　　　　　　 目 当   年   度 前   年   度 増        減

Ⅰ　資産の部
  １．流動資産
          現金及び預金 3,510,649
          未収金 31,000
          前払金 74,160
        流動資産合計 3,615,809
  ２．固定資産
    (1) 基本財産
　　　　　基本　定期資産 10,000,000
        基本財産合計 10,000,000
    (2) 特定資産
　　　　　国際研究交流積立資産 865,219
　　　　　記念事業積立資産 6,391,064
　　　　　AQS(ANQ開催)積立資産 700,000
　　　　　名簿費積立資産 100,000
　　　　　退職給付引当資産 3,323,700
        特定資産合計 11,379,983
        固定資産合計 21,379,983
        資産合計 24,995,792
Ⅱ　負債の部
  １．流動負債
          前受金 6,093,288
          未払金 143,087
          預り金 64,248
        流動負債合計 6,300,623
  ２．固定負債
          退職給付引当金 3,323,700
        固定負債合計 3,323,700
        負債合計 9,624,323
Ⅲ　正味財産の部
  １．一般正味財産
        （うち基本財産への充当額） (10,000,000)
      正味財産合計 15,371,469
      負債及び正味財産合計 24,995,792
（注）当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を適用して
　　　おり、適用初年度の経過措置により前事業年度の数値は記載していない。

貸借対照表

平成 ２５ 年 ９ 月３０日 現在



一般社団法人　日本品質管理学会 （単位：円）

科　　　　　　　　 目 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
        基本財産運用益 3,189
          基本財産受取利息 3,189
        受取入会金 133,000
　　　　正会員入会金 133,000
        受取会費 33,586,612
　　　　賛助会員受取会費 14,040,420
　　　　正会員受取会費 18,031,000
　　　　職域会員会費 62,000
　　　　準会員受取会費 263,359
　　　　公共会員会費 72,000
　　　　部会受取会費 1,117,833
        事業収益 7,022,600
　　　　　事業収益 7,022,600
        受取補助金
　　　　　科学研究費補助金
        受取寄付金
　　　　　受取寄付金
        雑収益 638,760
　　　　　受取利息 5,647
　　　　　雑収益 633,113
　　　　　本部からの繰入額
      経常収益計 41,384,161
    (2) 経常費用
        事業費 31,106,171
　　　　　給料手当 5,716,327
　　　　　旅費交通費 2,046,485
　　　　　通信費 3,279,171
　　　　　消耗品費 482,111
　　　　　印刷費 10,171,268
　　　　　名簿作成費 2,722,270
　　　　　会合費 1,505,771
　　　　　諸謝金 2,249,330
　　　　　会場費 920,979
　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ費 552,287
　　　　　表彰費 545,430
　　　　　研究助成費 330,000
　　　　　雑費 584,742
        管理費 14,732,359
　　　　　給料手当 5,676,328
　　　　　退職給付費用 303,000
　　　　　事務委託費 1,900,000
　　　　　旅費交通費 1,403,980
　　　　　通信費 917,092
　　　　　消耗品費 176,061
　　　　　印刷費 370,353
　　　　　会合費 568,757
　　　　　事務所借用費 1,386,000
　　　　　雑費 2,030,788
　　　　　中部支部交付金
　　　　　関西支部交付金
      経常費用計 45,838,530
      当期経常増減額 △ 4,454,369
  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
　　　　他会計振替額
      当期一般正味財産増減額 △ 4,454,369
      一般正味財産期首残高 19,825,838
      一般正味財産期末残高 15,371,469
Ⅱ　正味財産期末残高
      正味財産期末残高 15,371,469
（注）当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を適用して
　　　おり、適用初年度の経過措置により前事業年度の数値は記載していない。

正味財産増減計算書

平成 ２４ 年 １０ 月 １ 日　から　平成 ２５ 年 ９ 月３０日　まで



一般社団法人　日本品質管理学会 (単位：円)
      貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　額
（流動資産）

現　　金 手元保管 運転資金として（本部） 0

手元保管 運転資金として（中部支部） 0

手元保管 運転資金として（関西支部） 0

普通預金 みずほ銀行　渋谷中央支店 運転資金として（本部） 85,519

三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 運転資金として（本部） 339,887

三井住友銀行　渋谷支店 運転資金として（本部） 467,659

三井住友信託銀行　芝営業部 運転資金として（本部） 5,336

三井住友銀行　名古屋支店 運転資金として（中部支部） 973,409

みずほ銀行　堂島支店 運転資金として（関西支部） 476,489

振替貯金 ゆうちょ銀行 運転資金として（本部） 36,350

ゆうちょ銀行 運転資金として（中部支部） 126,000

定期預金 みずほ銀行　堂島支店 運転資金として（関西支部） 1,000,000

＜現預金計＞ 3,510,649

未収金 規格講習会参加費 31,000

＜未収金計＞ 31,000

前払金 第43回年次大会印刷費他 59,271

品質通信費他 6,530

表彰事業交通費他 8,359

＜前払金計＞ 74,160

流動資産合計 3,615,809

（固定資産）

基本財産 定期預金 三井住友信託銀行　芝営業部　定期預金基本財産の資産である 10,000,000

＜基本財産計＞ 10,000,000

特定資産 国際研究交流積立資産 みずほ銀行　渋谷中央支店　普通預金 継3事業の資産である 865,219

記念事業積立資産 みずほ銀行　渋谷中央支店　普通預金 他1事業の資産である 3,391,064
（品質管理推進功労賞・研究助成含む） 三菱東京UFJ銀行　渋谷支店　普通預金 他1事業の資産である 3,000,000

AQS（ANQ開催）積立資産 三菱東京UFJ銀行　渋谷支店　普通預金 継3事業の資産である 700,000

名簿費積立資産 みずほ銀行　渋谷中央支店　普通預金 他3事業の資産である 100,000

退職給付引当資産 ゆうちょ銀行 法人会計の資産である 3,323,700

＜特定資産計＞ 11,379,983

固定資産合計 21,379,983

資産合計 24,995,792

（流動負債） 前受金 第43年度正会員入会金 20,000

第43年度正会員会費 3,774,633

第43年度職域会員会費 30,000

第43年度公共会員会費 6,000

第43年度部会会費 763,655

第43回年次大会参加費 51,000

＜前受金計＞ 6,093,288

医療質研旅費支援他 47,300

9月分おしぼり代 1,112

＜未払金計＞ 143,087

預り金 正会員入会予定入金他 21,000

原稿料等に対する源泉徴収税 43,248

流動負債合計 6,300,623

固定負債合計 3,323,700

負債合計 9,624,323

正味財産 15,371,469

財　　産　　目　　録
平成 25 年 9月 30日現在




