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6151 正会員受取会費 295,000

6171 賛助会員受取会費 2,500,000

2,795,000

6201 教育支援事業収益 4,590,500

6202 臨床検査技師生涯教育事業収益 1,679,600

6203

 -1

研究支援事業収益

 - 共同研究費（i-Lab）

1,900,000

 -2  - 共同研究費（国立環境研究所） 5,290,466

 -3  - 共同研究費（民間等） 21,336,495

34,797,061

6551 受取利息 1,354

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

 -2  - 共同研究費（国立環境研究所） 1,851,662

 -3  - 共同研究費（民間等） 5,163,418

6554 TiLL消費税 5,243,804

6555 雑収益 100

26,154,338

63,746,399

  12 報酬 1,320,000

  20 給料手当 3,163,593

  30 法定福利費 641,526

  60 会議費 253,537

  80 旅費交通費 1,421,135

  81 旅費交通費（非課税） 42,000

  82 活動費 523,835

  86 諸会費（非課税） 11,000

  90 通信運搬費 43,284

  92 減価償却費 324,223

  95 広告宣伝費 158,760

  110 事務用品・消耗品費 18,268

  135 教材費 261,775

  190 諸謝金 658,127

  195 支払手数料 2,484

8,843,547

  経常収益合計
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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

  (2)経常費用

  事業費

　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
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  60 会議費 191,967

  80 旅費交通費 529,172

  81 旅費交通費（非課税） 6,000

  82 活動費 288,308

  86 諸会費（非課税） 559,000

  110 事務用品・消耗品費 21,850

  135 教材費 293,950

  140 印刷製本費 7,776

  190 諸謝金 50,116

  195 支払手数料 1,080

1,949,219

  12 報酬 1,320,000

  20 給料手当 6,141,243

  30 法定福利費 1,133,202

  60 会議費 110,765

  80 旅費交通費 294,204

  82 活動費 229,693

  90 通信運搬費 169,410

  92 減価償却費 134,312

  100 消耗什器備品費 43,660

  110 事務用品・消耗品費 226,572

  140 印刷製本費 351,648

  176 施設利用料（施設費・電気料） 5,454,600

  195 支払手数料 4,752

  220 研究奨励助成金 2,500,000

  230 研究支援助成金 696,012

  314 研究支援費（附属病院） 5,000,000

  315 研究支援費（i-Lab.） 7,225,068

31,035,141

41,827,907

  10 役員報酬 2,000,000

  20 給料手当 4,084,118

  30 法定福利費 962,334

  50 福利厚生費 103,005

  60 会議費 471,971

  70 交際費 13,800

  80 旅費交通費 844,605

  81 旅費交通費（非課税） 255,106

  82 活動費 120,340

  86 諸会費（非課税） 3,200

  90 通信運搬費 539,734

  92 減価償却費 30,080

  110 事務用品・消耗品費 476,386

　臨床検査技師生涯教育事業費計

　共同研究費

　共同研究費計

  事業費計

  管理費
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  140 印刷製本費 310,392

  142 ホームページ作成・維持管理費 93,960

  175 賃借料 1,259,628

  177 i-Lab共益費 386,640

  195 支払手数料 6,051

  196 税務委託費 262,500

  200 租税公課（消費税） 6,316,800

  250 雑費 6,910

18,547,560

60,375,467

3,370,932

0

0

0

0

7301 法人税、住民税及び事業税 3,410,900

-39,968

10,379,811

10,339,843

  (1)経常外収益

  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

 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


