
科目
CD

科目

6151 正会員受取会費 280,000

6171 賛助会員受取会費 2,450,000

2,730,000

6201
 -1

教育支援事業収益
 - 一般 2,600,500

 -2  - i-Lab 5,620,000

6202
 -1

臨床検査技師生涯教育事業収益
 - 一般 664,200

 -2  - i-Lab 1,550,000

6203
 -1

研究支援事業収益
 - 共同研究費（i-Lab） 400,000

 -3  - 共同研究費（民間等） 30,327,800

 -4  - 共同研究費（日臨技） 714,600

 -5  - 筑波大学　生物検体保管 25,000

41,902,100

6551 受取利息 475

6552 TiLL受取配当金 12,500,000

6553
 -1

間接経費
 - 共同研究費（i-Lab） 1,394,000

 -3  - 共同研究費（民間等） 7,616,128

6554 TiLL消費税 13,870,407

6555 雑収益 101,600

6556 雑収益(課税) 1,600

35,484,210

80,116,310

2019年度　活動計算書(報告書)
2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

(円)

  経常収益合計

金　額

一般正味財産増減計算

 1.経常増減の部

  (1)経常収益

   受取会費

  受取会費計

   事業収益

  事業収益計

   雑収益

  雑収益計



科目
CD

科目

2019年度　活動計算書(報告書)
2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

(円)

金　額

  12 報酬 1,470,000

  20 給料手当 4,110,799

  23 通勤手当 120,000

  30 法定福利費 746,026

  62 会場借上げ費 156,200

  80 旅費交通費 1,100,221

  82 活動費 1,027,410

  90 通信運搬費 145,642

  92 減価償却費 101,316

  100 消耗什器備品費 21,835

  110 事務用品・消耗品費 19,523

  135 教材費 500,000

  190 諸謝金 155,905

  195 支払手数料 7,786

9,682,663

  80 旅費交通費 654,570

  81 旅費交通費（不課税） 100,000

  82 活動費 714,901

  86 諸会費（不課税） 390,000

  90 通信運搬費 51

  91 通信運搬費(不課税) 2,400

  95 広告宣伝費 9,180

  (2)経常費用

  事業費

■[部門なし]

　臨床検査教育支援事業費

　臨床検査教育支援事業費計

　臨床検査技師生涯教育事業費



科目
CD

科目

2019年度　活動計算書(報告書)
2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

(円)

金　額

  110 事務用品・消耗品費 22,408

  135 教材費 170,000

  190 諸謝金 193,527

  195 支払手数料 540

2,257,577

  12 報酬 1,320,000

  20 給料手当 5,981,599

  23 通勤手当 50,400

  30 法定福利費 879,173

  50 福利厚生費 5,500

  60 会議費 88,590

  80 旅費交通費 93,220

  82 活動費 152,137

  86 諸会費（不課税） 10,000

  90 通信運搬費 511,135

  100 消耗什器備品費 364,106

  110 事務用品・消耗品費 376,625

  140 印刷製本費 259,200

  195 支払手数料 9,060

  230 研究支援助成金 6,000,000

  314 研究支援費（附属病院） 5,000,000

  315 研究支援費（i-Lab.） 9,856,614

  317 研究支援費（日臨技） 714,600

31,671,959

43,612,199

　臨床検査技師生涯教育事業費計

　研究支援事業

　研究支援事業計

■[部門なし]計



科目
CD

科目

2019年度　活動計算書(報告書)
2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

(円)

金　額

43,612,199

  10 役員報酬 2,000,000

  20 給料手当 3,526,193

  23 通勤手当 85,200

  30 法定福利費 818,223

  50 福利厚生費 88,375

  51 福利厚生費（退職給付費用） 544,000

  60 会議費 563,999

  70 交際費 12,056

  71 交際費（不課税） 33,000

  80 旅費交通費 572,540

  82 活動費 531,243

  85 諸会費 6,000

  90 通信運搬費 358,736

  92 減価償却費 30,080

  95 広告宣伝費 59,908

  100 消耗什器備品費 343,856

  110 事務用品・消耗品費 1,136,663

  142 ホームページ作成・維持管理費 127,880

  175 賃借料 1,244,886

  177 i-Lab共益費 492,619

  195 支払手数料 4,672

  196 税務委託費 324,000

  200 租税公課（消費税） 15,808,400

  250 雑費 1,080

  251 雑費(不課税) 600

  管理費

  事業費計



科目
CD

科目

2019年度　活動計算書(報告書)
2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

(円)

金　額

28,714,209

72,326,408

7,789,902

0

0

0

0

7301 法人税、住民税及び事業税 3,313,900

4,476,002

53,874,343

58,350,345

 正味財産期首残高

 正味財産期末残高

  経常外収益合計

  (2)経常外費用

  経常外費用合計

 当期経常外増減額

 税引前当期正味財産増減額

 当期正味財産増減額

  管理費計

  経常費用合計

 当期経常増減額

 2.経常外増減の部

  (1)経常外収益


