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公益社団法人全国精神保健福祉会連合会

[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額

 【流動資産】  【流動負債】

  （現金・預金）   前  受  金 18,009,980 

   現      金 164,286   従業員預かり 97,675 

   普通  預金 44,327,437   源泉預かり金 43,536 

    現金・預金 計 44,491,723    流動負債  計 18,151,191 

  （売上債権） 負債の部合計 18,151,191 

   未  収  金 2,369,990 

    売上債権 計 2,369,990  【正味財産】

  （その他流動資産）   正味  財産 30,285,063 

   前払  費用 274,541   (うち当期正味財産増加額) 990,323 

   （その他流動資産） 合計 0    正味財産  計 30,285,063 

     流動資産合計 47,136,254 正味財産の部合計 30,285,063 

 【固定資産】

  （有形固定資産）

   固定資産取得支出 1,300,000 

    有形固定資産  計 1,300,000 

     固定資産合計 1,300,000 

資産の部合計 48,436,254 負債・正味財産の部合計 48,436,254 

正　味　財　産　の　部

平成30年度　貸借対照表

2019年 3月31日 現在

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部



平成30年度　財産目録 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会

（単位：円）

貸借対照表勘定科目 内訳 金額 使用目的

《資産の部》

  【流動資産】

      現      金 手許保管 164,286 

      普通  預金 ゆうちょ銀行（会費用） 24,388,455 運転資金として

      普通  預金 ゆうちょ銀行（その他） 741 運転資金として

      普通  預金 三井住友銀行（日常） 9,027,412 運転資金として

      普通  預金 三井住友銀行（助成・寄付） 9,070,854 運転資金として

      普通  預金 三井住友銀行（JKA用） 1,839,975 運転資金として

      未  収  金 1,649,990 ＪＫＡより補助金入金予定

      未  収  金 720,000 キャリアアップ助成金入金予定

      前払  費用 274,541 事務所賃料

  【固定資産】

    固定資産取得支出 1,300,000 事務所保証金

資産の部  合計 48,436,254

《負債の部》

  【流動負債】

    前  受  金 8,798,080 賛助会費（H31年度分団体412件）

    前  受  金 8,637,340 賛助会費（H31年度分個人2,410件）

    前  受  金 95,000 賛助会費（H31年度分特別19件）

    前  受  金 26,100 賛助会費（R2年度分団体6件）

    前  受  金 433,460 賛助会費（R2年度分個人123件）

    前  受  金 20,000 正会員会費（H31年度分1件）

    従業員預かり金 31,100 職員住民税

    従業員預かり金 66,575 職員源泉税

    源泉預かり金 43,536 謝金源泉税

 負債の部  合計 18,151,191 

《正味財産の部》

　　正味財産 30,285,063 

正味財産の部　合計 30,285,063 

負債・正味財産の部合計 48,436,254 

2019年 3月31日 現在 



平成30年度 収支・決算

正味財産増減計算書 [税込]（単位：円）

  ［経常収支の部］
    【経常収入】

勘定科目 金　額 合計・収支差額
      助成金収入 7,609,990 
      正会員会費収入 920,000 
      賛助会員会費収入 36,197,031 
        団体賛助会員会費 (21,634,620)
        個人賛助会費 (14,332,831)
        特別賛助会費 (229,580)
      寄付金収入 7,264,884 
        全国大会寄付 (1,780,000)
        その他寄付 (5,484,884)
      全国大会分担金 2,760,000 
      雑収入 2,162,855 
        統失小冊子 (59,200)
        うつ小冊子 (30,500)
        社会資源ハンド (380,800)
        月刊みんなねっと (163,950)
        その他(送料・封筒) (143,077)
        調査報告2017 (268,760)
        家族相談ハ (72,800)
        運営の手引 (55,200)
        相談事例集 (239,800)
        家族学習会JKA (280,434)
        家族学習会日本財団 (468,334)
      受取利息収入 216 
        経常収入  計 56,914,976 

    【事業費支出】
      調査研究事業 289,914 
        謝金 (152,000)
        謝金以外 (137,914)
      ブロック研修(大会) 800,000 
      機関誌発行 9,496,568 
        機関誌送料 (2,437,114)
        機関誌印刷 (6,064,584)
        見本・図書券贈呈 (38,400)
        謝金 (779,590)
        その他経費 (176,880)
      家族ﾘｰﾀﾞｰ(ﾋﾟｱｻﾎﾟ) 3,573,367 
        旅費交通費-財団 (754,114)
        謝金-財団 (377,533)
        印刷-財団 (371,628)
        ピアサポ(県連)-財団 (1,500,000)
        ピアサポ(単会)-財団 (500,000)
        その他-財団 (70,092)
      全国大会 4,540,000 
      家族支援フォーラム 2,084,065 
        アルバイト (80,000)
        謝金（委員等） (334,110)
        旅費交通費 (106,778)
        印刷経費 (329,720)
        通信費 (591,739)
        会議費 (538,574)
        雑費 (26,842)
        広告宣伝費 (76,302)

自 2018年 4月 1日  至 2019年 3月31日

公益社団法人全国精神保健福祉会連合会



平成30年度 収支・決算

勘定科目 金　額 合計・収支差額
      家族学習会 2,513,342 
        旅費交通費-JKA (1,694,701)
        謝金-JKA (344,123)
        その他-JKA (229,522)
        みんなねっと負担-JKA (74,825)
        その他-共通 (170,171)
      ・(事)給料手当 14,545,720 
      ・(事)ｱﾙﾊﾞｲﾄ給料 1,560,808 
      ・(事)法定福利費 2,395,710 
      ・(事)福利厚生費 960,553 
      ・(事)通信費 616,986 
      ・(事)水道光熱費 233,691 
      ・(事)旅費交通費 1,568,862 
      ・(事)広告宣伝費 369,853 
      ・(事)会議費 296,842 
      ・(事)事務用消耗品費 867,818 
      ・(事)地代家賃 2,965,032 
      ・(事)雑費 589,061 
        当期事業費 計 50,268,192 
          合  計 50,268,192 
            事業費  計 50,268,192 50,268,192 

    【管理費支出】
      役員報酬 123,780 
      給料  手当 1,616,190 
      アルバイト給料 173,422 
      法定福利費 266,191 
      福利厚生費 106,729 
      通  信  費 70,862 
      水道光熱費 25,962 
      旅費交通費 1,403,634 
        総会・その他 (118,807)
        役員行動費(管理費) (1,284,827)
      広告宣伝費 41,095 
      会  議  費 32,983 
      事務用消耗品費 96,425 
      地代  家賃 329,460 
      顧問料 723,063 
      租税  公課 4,700 
      諸  会  費 564,800 
      雑      費 77,165 
          管理費  計 5,656,461 Ｃ
            経常収支差額 990,323 Ａ－(Ｂ＋Ｃ)

  ［その他資金収支の部］
    【その他資金収入】
      その他資金収入  計 0 
    【その他資金支出】
      その他資金支出  計 0 
        当期収支差額 990,323 


