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自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

NPO法人日本血管映像化研究機構

決　算　報　告　書



NPO法人日本血管映像化研究機構 自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費          725,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金       11,352,000 

  【事業収益】

    協賛金        6,000,000 

    広告掲載料        2,800,000 

    行事参加会費収益          111,000 

    その他事業収益           60,000        8,971,000 

  【その他収益】

    受取　利息               70 

        経常収益  計       21,048,070 

【経常費用】

  【事業費】

    研修機材費          928,670 

    学会費（事業）        7,604,176 

    （人件費）

      給料　手当(事業)        2,524,060 

      支払報酬（事業）          635,690 

      通　勤　費(事業)           90,590 

      福利厚生費(事業)              160 

      法定福利費（事業）          389,500 

        人件費計        3,640,000 

    その他経費

      印刷製本費(事業)        2,578,651 

      会　議　費(事業)          602,375 

      旅費交通費(事業)        3,001,988 

      通信運搬費(事業)        1,466,889 

      事務用品費           14,240 

      備品・消耗品費(事業)           57,493 

      賃  借  料(事業)        1,225,914 

      支払手数料(事業)           24,332 

        その他経費 合計        8,971,882 

          事業費  計       21,144,728 

  【管理費】

    （人件費）

      支払報酬          149,110 

      給料　手当          592,068 

      通　勤　費           21,250 

      法定福利費           91,363 

      福利厚生費               38 

        人件費計          853,829 

    （その他経費）

      印刷製本費           25,963 

      会　議　費          225,773 



NPO法人日本血管映像化研究機構 自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

活　動　計　算　書
[税込] （単位：円）

      旅費交通費              360 

      通信運搬費          137,468 

      消耗品　費          178,460 

      水道光熱費          146,701 

      賃　借　料          184,126 

      減価償却費          154,556 

      保　険　料            4,880 

      諸　会　費            1,350 

      リース　料          290,304 

      租税　公課            1,537 

      支払手数料           91,235 

      管理　諸費           48,444 

        その他経費計        1,491,157 

          管理費  計        2,344,986 

            経常費用  計       23,489,714 

              当期経常増減額      △2,441,644 

【経常外収益】

    経常外収益  計                0 

【経常外費用】

    経常外費用  計                0 

        税引前当期正味財産増減額      △2,441,644 

          当期正味財産増減額      △2,441,644 

          前期繰越正味財産額        8,095,695 

          次期繰越正味財産額        5,654,051 



科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

全事業所 令和 2年 3月31日 現在

負　債 の　部資　産　の　部

貸　借　対　照　表
[税込] （単位：円）NPO法人日本血管映像化研究機構

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   未　払　金           10,267 

   現　　　金            8,165   前　受　金        2,638,000 

   普通　預金        5,853,613   預　り　金           92,401 

    現金・預金 計        5,861,778    流動負債  計        2,740,668 

  （その他流動資産） 負債合計        2,740,668 

   前払金        1,872,941 正　味　財　産　の　部

    その他流動資産  計        1,872,941  【正味財産】

     流動資産合計        7,734,719   前期繰越正味財産額        8,095,695 

 【固定資産】   当期正味財産増減額      △2,441,644 

  （投資その他の資産）    正味財産　計        5,654,051 

   保　証　金          660,000 正味財産合計        5,654,051 

    投資その他の資産  計          660,000  

     固定資産合計          660,000  

資産合計        8,394,719 負債及び正味財産合計        8,394,719 



全事業所 令和 2年 3月31日 現在

財　産　目　録
[税込] （単位：円）NPO法人日本血管映像化研究機構

《資産の部》

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金            8,165 

      普通　預金        5,853,613 

        現金・預金 計        5,861,778 

    （その他流動資産）

      前払金        1,872,941 

        その他流動資産  計        1,872,941 

          流動資産合計        7,734,719 

  【固定資産】

    （投資その他の資産）

      保　証　金          660,000 

        投資その他の資産  計          660,000 

          固定資産合計          660,000 

            資産の部  合計        8,394,719 

《負債の部》

  【流動負債】

    未　払　金           10,267 

    前　受　金        2,638,000 

    預　り　金           92,401 

      流動負債  計        2,740,668 

        負債の部  合計        2,740,668 

 

        正味財産        5,654,051 



全事業所 自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）NPO法人日本血管映像化研究機構

【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費          725,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金       11,352,000 

  【事業収益】

    協賛金        6,000,000 

    広告掲載料        2,800,000 

    行事参加会費収益          111,000 

    その他事業収益           60,000 

  【その他収益】

    受取　利息               70 

        経常収益  計       21,048,070 

【経常費用】

  【事業費】

    研修機材費          928,670 

    学会費（事業）        7,604,176 

    （人件費）

      給料　手当(事業)        2,524,060 

      支払報酬（事業）          635,690 

      通　勤　費(事業)           90,590 

      福利厚生費(事業)              160 

      法定福利費（事業）          389,500 

        人件費計        3,640,000 

    その他経費

      印刷製本費(事業)        2,578,651 

      会　議　費(事業)          602,375 

      旅費交通費(事業)        3,001,988 

      通信運搬費(事業)        1,466,889 

      事務用品費           14,240 

      備品・消耗品費(事業)           57,493 

      賃  借  料(事業)        1,225,914 

      支払手数料(事業)           24,332 

        その他経費 合計        8,971,882 

          事業費  計       21,144,728 

  【管理費】

    （人件費）

      支払報酬          149,110 

      給料　手当          592,068 

      通　勤　費           21,250 

      法定福利費           91,363 

      福利厚生費               38 

        人件費計          853,829 

    （その他経費）

      印刷製本費           25,963 

      会　議　費          225,773 



全事業所 自 平成31年 4月 1日　至 令和 2年 3月31日

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
[税込] （単位：円）NPO法人日本血管映像化研究機構

      旅費交通費              360 

      通信運搬費          137,468 

      消耗品　費          178,460 

      水道光熱費          146,701 

      賃　借　料          184,126 

      減価償却費          154,556 

      保　険　料            4,880 

      諸　会　費            1,350 

      リース　料          290,304 

      租税　公課            1,537 

      支払手数料           91,235 

      管理　諸費           48,444 

        その他経費計        1,491,157 

          管理費  計        2,344,986 

            経常費用  計       23,489,714 

              当期経常増減額      △2,441,644 

【経常外収益】

  経常外収益  計                0 

【経常外費用】

  経常外費用  計                0 

 

    税引前当期正味財産増減額      △2,441,644 

      当期正味財産増減額      △2,441,644 

      前期繰越正味財産額        8,095,695 

      次期繰越正味財産額        5,654,051 


