
総括表

予算 決算 予算 決算

一般会計 ¥15,169,100 ¥19,654,960 ¥15,169,100 ¥15,723,375 ¥3,931,585

事業会計 ¥28,381,837 ¥36,709,709 ¥28,381,837 ¥26,564,793 ¥10,144,916

特別会計 ¥12,030,000 ¥14,685,895 ¥12,030,000 ¥15,324,647 (¥638,752)

合計 ¥55,580,937 ¥71,050,564 ¥55,580,937 ¥57,612,815 ¥13,437,749 繰越金

内訳書
Ⅰ．一般会計

収入 支出 項目 予算 決算

項目 予算 決算 事務局費 ¥2,400,000 ¥3,319,629

前年度繰越金 ¥3,054,039 ¥3,054,039 理事会費 ¥2,500,000 ¥2,836,131

会費等収入 ¥10,000,000 ¥14,589,276 広報出版部 ¥3,500,000 ¥3,572,413

広告収入 ¥0 ¥0 効果研究委 ¥650,000 ¥167,298

印税収入 ¥15,000 ¥24,029 新検査開発 ¥450,000 ¥501,733

事業会計からの移行金 ¥2,100,000 ¥1,986,591 渉外部(国際・国内JDDネット） ¥450,000 ¥587,122

雑収入 ¥61 ¥1,025 研修・部局会議 ¥1,212,000 ¥506,610

合計 ¥15,169,100 ¥19,654,960 A コース補助金 ¥1,055,445 ¥1,650,000

研究助成金 ¥515,000 ¥500,000

会費収入内訳 年会費納入 1307名 第37回研究大会補助金 ¥800,000 ¥800,000

内、新入会員 275名 震災支援特別事業 ¥822,500 ¥681,028

２０１９年度会費　 251名 特設委員会（次世代） ¥139,270 ¥139,270

前年度までの会費 232名 法人化準備委員会（黒渕） ¥341,000 ¥319,108

諸規定等検討委員会（黒渕） ¥240,000 ¥143,033

予備費 ¥93,885 ¥0

合計 ¥15,169,100 ¥15,723,375 B
¥3,931,585 A-B

Ⅱ．事業会計

収入 支出
項目 予算 決算 項目 予算 決算

認定講習会 ¥15,541,064 ¥14,525,571 552,519繰り越し分 認定講習会 ¥15,541,064 ¥12,003,519

アドバンス講習会 ¥1,299,580 ¥1,295,861 900,000本部より アドバンス講習会 ¥1,299,580 ¥1,222,042

入門講習会 ¥6,974,333 ¥15,929,851 入門講習会 ¥6,974,333 ¥11,029,344 財務へ1,986,591送金

FD研修会 ¥258,506 ¥300,506 186,506繰り越し分 FD研修会 ¥258,506 ¥62,305

ミニ実践コース ¥303,000 ¥347,555 ミニ実践コース ¥303,000 ¥306,315

特別支援教育部 ¥1,407,333 ¥1,007,438 507,333繰り越し分 特別支援教育部 ¥1,407,333 ¥328,828

JMAP講習会 ¥1,500,177 ¥2,437,083 1,208,464繰り越し分」 JMAP講習会 ¥1,500,177 ¥798,266

資格認定部 ¥1,097,844 ¥865,844 資格認定部 ¥1,097,844 ¥814,174

合計 ¥28,381,837 ¥36,709,709 C 合計 ¥28,381,837 ¥26,564,793 D
¥10,144,916 C-D

Ⅲ．特別会計

第35回長野大会

収入 支出

項目 予算 決算 項目 予算 決算 ②

補助金 ¥800,000 ¥800,000 合計 ¥5,660,000 ¥5,657,360

運営基金 ¥1,000,000 ¥1,000,000 余剰金（①－②） (¥638,752)

大会参加費 ¥3,000,000 ¥2,110,000

レセプション ¥560,000 ¥629,000 参加者 1日 両日

雑収入 ¥300,000 ¥479,608 会員 25 147 172

合計 ¥5,660,000 ¥5,018,608 ① 非会員 65 92 157

保護者・学生 6 11 17

計 96 250 346

第36回奈良大会

収入 支出

項目 予算 決算 項目 予算 決算 ②

補助金 ¥800,000 ¥800,000 合計 ¥6,370,000 ¥9,667,287

運営基金 ¥1,000,000 ¥1,000,000 （第36回奈良大会基金￥　1,938,960円含）

大会参加費 ¥3,680,000 ¥6,433,000 余剰金（①－②） ¥0

レセプション ¥600,000 ¥860,000

雑収入 ¥290,000 ¥574,287 参加者 1日 両日

合計 ¥6,370,000 ¥9,667,287 ① 会員 60 311 371

非会員 169 405 574

保護者・学生 46 44 90

計 275 760 1035

収支

日本感覚統合学会　平成28年度決算
平成29年9月～平成31年3月

項目
収入 支出

115,555繰り越し、分財務から２0万

87,844繰り越し分、財務より550,000
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