
平成２１年度 事業の概要 
 

Ⅰ．事業について 

  平成２１年度事業については年報３６号（別添）に纏めてありますが以下の事業を行いました。 

      １）プロジェクト研究         １６件 

      ２）外部者助成研究（連合会病院他）   ５件 

      ３）科学研究費による研究        ６件 

      ４）民間助成金による研究        ２件 

      ５）研究受託              ２件 

      ６）冲研セミナー            ３回 

 

Ⅱ．決算について 

平成２１年度の正味財産増減の概要は以下の通りです。 

寄付金収入が増加した一方で事業費の圧縮に努めました結果、当期経常増減額は大幅に改善し

３，７０６千円の収益を計上しております。 

また、当期経常外増減額につきましても、前年度末の時価評価額が低い水準にあったこともあ

り、基本財産としての投資有価証券の評価益及び売却益合計で８６，７８８千円を計上しており

ます。 

この結果、正味財産は９０，４９４千円増加して８１４，０６２千円となっています。 

 

（単位:千円） 

 平成２１年度 平成２０年度 

経常収益   基本財産運用収入 

       特定資産運用収入 

       補助金等収入 

寄付金収入 

雑収入 

経常収益計 

2,733 

150 

4,835 

117,075 

587 

125,380 

5,185 

491 

5,830 

93,963 

659 

106,128 

経常費用   事業費 

（人件費） 

（研究費等） 

管理費 

（人件費） 

（その他） 

経常費用計 

109,756  

     ( 19,884)  

  ( 89,872)  

11,918  

(  9,023)  

(  2,895)  

121,674  

134,530 

（ 21,030）

（113,500）

12,020 

（  9,783）

（  2,237）

146,550 

当期経常増減額 +  3,706  △  40,422 

  

基本財産評価損益 + 85,995  △ 153,908 

       基本財産売却損益 +    793  

当期経常外増減額 + 86,788  △ 153,908 

  

正味財産増減 + 90,494  △ 194,330

  

正味財産期末残高 814,062 723,568

 

運用環境の改善が当面望めそうもない中、引き続き大口定期預金等での安定運用の比率を高

め、運用の健全化に努めてまいりますとともに、寄付金の増強にも取り組んでまいります。 

今後ともご支援、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 
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貸 借 対 照 表 
平成２２年３月３１日現在 

 

法人名  財団法人 冲中記念成人病研究所                           （単位：円） 

              科       目      当 年 度     前 年 度    増    減 

Ⅰ 資産の部  

 １ 流動資産  

       現金預金 43,292,112 56,774,284 -13,482,172 

        現金  

        当座預金  

        普通預金 43,292,112 56,774,284 -13,482,172 

        定期預金  

        郵便貯金  

       受取手形   

       未収会費  

       未収金 53,340 547,380 -494,040 

       前払金   

       仮払金  

       投資有価証券  

       貯蔵品  

       仮払消費税  

    流動資産合計 43,345,452 57,321,664 -13,976,212 

 ２ 固定資産  

 （１） 基本財産  

       普通預金 7,840,372 17,677,680 -9,837,308 

       定期預金 260,000,000 260,000,000 0 

       土地  

        土地(指定)  

        土地(一般)  

       建物   

        建物(指定)   

        建物(一般)   

       投資有価証券 394,874,593 298,249,285 96,625,308 

        投資有価証券(指定)  

        投資有価証券(一般) 394,874,593 298,249,285 96,625,308 

       減価償却累計額  △   

        減価償却累計額(指定) △  

        減価償却累計額(一般) △  

    基本財産合計 662,714,965 575,926,965 86,788,000 

 （２） 特定資産  

       退職給付引当預金   

        退職給付引当資産(指定)  

        退職給付引当資産(一般)  

       減価償却引当預金  

        減価償却引当資産(指定)  

        減価償却引当資産(一般)  

       施設整備積立預金 100,000,000 80,000,000 20,000,000 

        施設整備積立資産(指定)  

        施設整備積立資産(一般) 100,000,000 80,000,000 20,000,000 

    特定資産合計 100,000,000 80,000,000 20,000,000 

 （３） その他固定資産  

       建物  

       構築物  

       車両運搬具  

       什器備品  

       器具機械 33,256,139 38,926,199 -5,670,060 

       土地  

       建設仮勘定  

       減価償却累計額  △  
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              科       目      当 年 度     前 年 度    増    減 

       借地権   

       電話加入権  

       敷金   

       保証金  

       投資有価証券  

       子会社株式   

       関連会社株式  

    その他固定資産合計 33,256,139 38,926,199 -5,670,060 

    固定資産合計 795,971,104 694,853,164 101,117,940 

    資産の部合計 839,316,556 752,174,828 87,141,728 

 

Ⅱ 負債の部  

 １ 流動負債  

       支払手形   

       未払金  14,105,721 14,718,887 -613,166 

       未払法人税等  

       前受金   

       仮受金   

       預り金  1,902,727 1,973,870 -71,143 

       短期借入金  

       仮受消費税   

    流動負債合計  16,008,448 16,692,757 -684,309 

 ２ 固定負債  

       長期借入金  

       退職給付引当金 9,246,340 11,914,760 -2,668,420 

        退職給付引当金(事) 4,884,260 7,861,480 -2,977,220

        退職給付引当金(管) 4,362,080 4,053,280 308,800

       受入保証金  

    固定負債合計 9,246,340 11,914,760 -2,668,420 

    負債の部合計  25,254,788 28,607,517 -3,352,729 

 

Ⅲ 正味財産の部  

 １ 指定正味財産  

       国庫補助金   

       地方公共団体補助金  

       民間補助金   

       国庫助成金  

       地方公共団体助成金  

       民間助成金  

        負担金  

       寄付金           25,000,000 25,000,000 0 

       受贈土地   

       受贈投資有価証券  

       基本財産評価損益  

       特定資産評価損益   

    指定正味財産合計 25,000,000 25,000,000 0 

      (うち基本財産への充当額)   ( 25,000,000)       ( 25,000,000)       (          0)

      (うち特定資産への充当額)       (           )       (           )       (           )

 ２ 一般正味財産 789,061,768 698,567,311 90,494,457 

      (うち基本財産への充当額) (637,714,965)       (550,926,965)        (86,788,000)

      (うち特定資産への充当額)       (100,000,000)  ( 80,000,000)        (20,000,000)

    正味財産の部合計 814,061,768 723,567,311 90,494,457 

    負債及び正味財産合計 839,316,556 752,174,828 87,141,728 
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収 支 計 算 書 
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで 

 

法人名  財団法人 冲中記念成人病研究所                           （単位：円） 

勘 定 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 

Ⅰ  事業活動収支の部  

 １．事業活動収入  

  (1) 基本財産運用収入 2,732,881 5,185,576 -2,452,695 

       基本財産利息収入 1,314,175 2,576,821 -1,262,646 

       基本財産配当金収入 1,418,706 2,608,755 -1,190,049 

       基本財産賃貸料収入  

  (2) 特定資産運用収入 149,479 490,630 -341,151 

       特定資産利息収入 149,479 490,630 -341,151 

       特定資産配当金収入  

  (3) 入会金収入  

       入会金収入  

  (4) 会費収入  

       正会員会費収入  

       特別会員会費収入  

       賛助会員会費収入  

  (5) 事業収入  

       事業収入  

  (6) 補助金等収入 4,835,318 5,830,000 -994,682 

       国庫補助金収入 1,165,318 450,000 715,318 

       地方公共団体補助金収入  

       民間補助金収入  

       研究受託収入 2,670,000 5,380,000 -2,710,000 

       国庫助成金収入  

       地方公共団体助成金収入  

       民間助成金収入 1,000,000  1,000,000 

  (7) 負担金収入  

       負担金収入  

  (8) 寄付金収入 117,075,000 93,962,918 23,112,082 

       運用財産収入 117,075,000 93,962,918 23,112,082 

       基本財産収入(寄付金)  

  (9) 雑収入 587,727 659,143 -71,416 

       受取利息収入 5,437 919 4,518 

       有価証券運用収入  

       雑収入 582,290 658,224 -75,934 

  (10) 他会計からの繰入金収入  

       他会計からの繰入金収入  

    事業活動収入計 125,380,405 106,128,267 19,252,138 

 ２．事業活動支出  

  (1) 事業費支出 102,874,040 114,683,037 -11,808,997 

       給料手当支出 17,008,317 18,129,872 -1,121,555 

       賃金支出  

       退職金支出 3,872,800  3,872,800 

       福利厚生費支出 1,979,860 1,818,082 161,778 

       旅費交通費支出 60,000 10,000 50,000 

       通信運搬費支出  0 

       消耗什器備品費支出  

       消耗品費支出 44,647,364 49,564,903 -4,917,539 

       修繕費支出 141,049  141,049 

       印刷費支出 417,060 442,680 -25,620 

       燃料費支出  

       光熱水料費支出 1,675,010 3,726,600 -2,051,590 

       賃借料支出 4,172,114 4,038,365 133,749 

       会議費支出 

       災害保険料支出 

30,716 

12,850 

48,579 

14,010  

-17,863 

-1,160 

       諸謝金支出 23,980,654 31,637,266 -7,656,612 

       租税公課支出 -123,700 967,600 -1,091,300
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勘 定 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 

       負担金支出  

       前払金支出  

       寄付金支出  

       委託費支出 1,334,364 1,334,364 0 

       雑支出 1,165,582 450,716 714,866 

       助成金支出 2,500,000 2,500,000 0 

  (2) 管理費支出 11,608,857 11,683,998 -75,141 

       役員報酬支出  

       給料手当支出 8,142,934 8,593,269 -450,335 

       賃金支出  

       退職給付支出  0 

       福利厚生費支出 571,316 853,392 -282,076 

       会議費支出 55,018 52,922 2,096 

       旅費交通費支出 14,970 53,400 -38,430 

       通信運搬費支出 152,725 159,765 -7,040 

       消耗什器備品費支出  

       消耗品費支出  123,113 261,133 -138,020 

       修繕費支出  

       印刷費支出 536,490 800,160 -263,670 

       委託費支出 1,567,992 132,290 1,435,702 

       燃料費支出  

       光熱水料費支出 114,531 254,800 -140,269 

       賃借料支出 172,618 372,367 -199,749 

       災害保険料支出  

       諸謝金支出  

       租税公課支出 70,000 70,000 0 

       負担金支出 77,075 75,500 1,575 

       寄付金支出  

       支払利息支出  

       雑支出 10,075 5,000 5,075 

  (3) 他会計への繰入金支出  

       他会計への繰入金支出  

   事業活動支出計 114,482,897 126,367,035 -11,884,138 

    事業活動収支差額 10,897,508 -20,238,768 31,136,276 

Ⅱ  投資活動収支の部  

 １．投資活動収入   

  (1) 基本財産取崩収入  

       土地売却収入  

       建物売却収入  

       投資有価証券売却収入   

  (2) 特定資産取崩収入  

       退職給付引当資産取崩収入  

       減価償却引当資産取崩収入   

       施設整備積立資産（一般）取崩収入  

  (3) 固定資産売却収入  

       土地売却収入  

       建物売却収入  

       車両運搬具売却収入  

       什器備品売却収入  

       器具機械売却収入 

  (4) 投資有価証券売却収入 

 

       投資有価証券売却収入  

  (5) 敷金・保証金戻り収入  

       敷金戻り収入  

       保証金戻り収入  

    投資活動収入計  

  ２．投資活動支出  

  (1) 基本財産取得支出 0 0 0 

       土地取得支出  

       建物取得支出  
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勘 定 科 目 当 年 度 前 年 度 増 減 

       投資有価証券取得支出  

  (2) 特定資産取得支出 20,000,000 0 20,000,000 

       退職給付引当資産取得支出  

       減価償却引当資産取得支出  

       施設整備積立資産（一般）取得支出 20,000,000  20,000,000 

  (3) 固定資産取得支出 4,189,411 2,972,955 1,216,456 

       土地購入支出  

       建物建設(購入)支出  

       構築物建設支出  

       車両運搬具購入支出  

       什器備品購入支出  

       器具機械購入支出 4,189,411 2,972,955 1,216,456 

       建設仮勘定支出  

       借地権購入支出  

  (4) 投資有価証券取得支出  

       投資有価証券取得支出  

  (5) 敷金・保証金支出  

       敷金支出  

       保証金支出  

     投資活動支出計 24,189,411 2,972,955 21,216,456 

      投資活動収支差額 -24,189,411 -2,972,955 -21,216,456 

Ⅲ  財務活動収支の部  

 １．財務活動収入  

  (1) 借入金収入  

       短期借入金収入  

       長期借入金収入  

    財務活動収入計  

 ２．財務活動支出  

  (1) 借入金返済支出  

       短期借入金返済支出  

       長期借入金返済支出  

       財務活動支出計  

      財務活動収支差額  

Ⅳ 予備費支出  

       当期収支差額 -13,291,903 -23,211,723 9,919,820 

       前期繰越収支差額 34,421,168 57,632,891 -23,211,723 

       次期繰越収支差額 21,129,265 34,421,168 -13,291,903 
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正味財産増減計算書 
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで 

 

法人名  財団法人 冲中記念成人病研究所                                 （単位：円） 

科    目 当 年 度 前 年 度 増 減 

Ⅰ 一般正味財産増減の部  

 １．経常増減の部  

 （１）経常収益  

   １ 基本財産運用益   

      基本財産利息収入 1,314,175 2,576,821 -1,262,646 

      基本財産受取配当金 1,418,706 2,608,755 -1,190,049 

      基本財産受取賃貸料  

   ２ 特定資産運用収入  

      特定資産受取利息 149,479 490,630 -341,151 

      特定資産受取配当金  

   ３ 受取入会金   

      受取入会金  

   ４ 受取会費  

      正会員受取会費  

      特別会員受取会費  

      賛助会員受取会費  

   ５ 事業収益  

      事業収益  

   ６ 補助金等収入  

      国庫補助金収入  1,165,318 450,000 715,318 

      受取地方公共団体補助金  

      民間補助金収入  

      研究受託収入  2,670,000 5,380,000 -2,710,000 

      受取国庫助成金   

      受取地方公共団体助成金  

      民間助成金収入 1,000,000 0 1,000,000 

   ７ 受取負担金  

      受取負担金  

   ８ 寄付金収入  

      運用財産収入 117,075,000 93,962,918 23,112,082 

      基本財産収入(寄付金)  

   ９ 雑収益  

      受取利息  5,437 919 4,518 

      有価証券運用益  

      雑収入 582,290 658,224 -75,934 

   10 他会計からの繰入額  

      他会計からの繰入額  

    経常収益合計 125,380,405 106,128,267 19,252,138 

 （２）経常費用  

   １ 事業費  109,756,291 134,530,127 -24,773,836

      給料手当 17,008,317 18,129,872 -1,121,555 

      賃金  

      退職金 0 0 

      退職引当金 895,580 1,082,120 -186,540 

      福利厚生費 1,979,860 1,818,082 161,778 

      旅費交通費 60,000 10,000 50,000 

      通信運搬費  

      減価償却費 9,859,471 18,764,970 -8,905,499 

      消耗什器備品費  

      消耗品費 44,647,364 49,564,903 -4,917,539 

      修繕費 141,049 0 141,049
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科    目 当 年 度 前 年 度 増 減 

      印刷費 417,060 442,680 -25,620 

      燃料費  

      光熱水料費  1,675,010 3,726,600 -2,051,590 

      賃借料  4,172,114 4,038,365 133,749 

      会議費 30,716 48,579 -17,863 

      災害保険料 

      諸謝金  

12,850 

23,980,654 

14,010 

31,637,266 

-1,160 

-7,656,612 

      租税公課  -123,700 967,600 -1,091,300 

      支払負担金  

      研究助成費 2,500,000 2,500,000 0 

      支払寄付金  

      委託費  1,334,364 1,334,364 0 

      雑費  1,165,582 450,716 714,866 

   ２ 管理費  11,917,657 12,020,278 -102,621 

      役員報酬   

      給料手当  8,142,934 8,593,269 -450,335 

      賃金   

      退職金  

      退職引当金 308,800 336,280 -27,480 

      福利厚生費 571,316 853,392 -282,076 

      会議費 55,018 52,922 2,096 

      旅費交通費 14,970 53,400 -38,430 

      通信運搬費 152,725 159,765 -7,040 

      減価償却費   

      消耗什器備品費   

      消耗品費 123,113 261,133 -138,020 

      修繕費  

      印刷費 536,490 800,160 -263,670 

      委託費 1,567,992 132,290 1,435,702 

      燃料費  

      光熱水料費 114,531 254,800 -140,269 

      賃借料 172,618 372,367 -199,749 

      保険料  

      諸謝金   

      租税公課 70,000 70,000 0 

      負担金 77,075 75,500 1,575 

      支払利息  

      雑費  10,075 5,000 5,075 

   ３ 他会計への繰出額   

      他会計への繰出額  

    経常費用合計  121,673,948 146,550,405 -24,876,457 

     当期経常増減額 3,706,457 -40,422,138 44,128,595 

 ２．経常外増減の部  

 （１）経常外収益  

   １ 基本財産評価益 85,995,473 0 85,995,473 

      基本財産評価益 85,995,473 0 85,995,473 

   ２ 基本財産売却益       792,527 0 792,527 

      基本財産売却益 792,527 0 792,527 

   ３ 固定資産売却益  

      建物売却益  

        建物売却益(基)  

        建物売却益(固)   

      車両運搬具売却益  

      什器備品売却益   

      器具機械売却益   
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科    目 当 年 度 前 年 度 増 減 

      土地売却益   

        土地売却益(基)   

        土地売却益(固)  

      借地権売却益   

      電話加入権売却益  

   ４ 固定資産受贈益   

      土地受贈益  

      投資有価証券受贈益   

     経常外収益合計 86,788,000 0 86,788,000

 （２）経常外費用  

   １ 基本財産評価損  0 153,907,512 -153,907,512 

      基本財産評価損  0 153,907,512 -153,907,512 

      ２ 基本財産売却損  

      基本財産売却損  

   ３ 固定資産売却損   

      建物売却損   

        建物売却損(基)   

        建物売却損(固)   

      車両運搬具売却損  

      什器備品売却損  

      器具機械売却損  

      土地売却損   

        土地売却損(基)  

        土地売却損(固)  

      借地権売却損  

      電話加入権売却損  

   ４ 災害損失  

      災害損失  

    経常外費用合計 0 153,907,512 -153,907,512 

     当期経常外増減額 86,788,000 -153,907,512 240,695,512

     税引前当期一般正味財産増減額 90,494,457 -194,329,650 284,824,107

      法人税、住民税及び事業税  

      法人税等調整額   

      過年度法人税等調整額  

     当期一般正味財産増減額  90,494,457 -194,329,650 284,824,107

     一般正味財産期首残高 698,567,311 892,896,961 -194,329,650 

     一般正味財産期末残高  789,061,768 698,567,311 90,494,457

Ⅱ 指定正味財産増減の部  

   １ 受取補助金等  

      受取国庫補助金  

      受取地方公共団体補助金  

      受取民間補助金  

      受取国庫助成金  

      受取地方公共団体助成金   

      受取民間助成金   

   ２ 受取負担金  

      受取負担金    

   ３ 受取寄付金   

      受取寄付金  

   ４ 固定資産受贈益  

      土地受贈益 

投資有価証券受贈益  

 

   ５ 基本財産評価益   

      基本財産評価益  

   ６ 特定資産評価益     
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科    目 当 年 度 前 年 度 増 減 

      特定資産評価益  

   ７ 基本財産評価損  

      基本財産評価損  

   ８ 特定資産評価損  

      特定資産評価損  

     当期指定正味財産増加額 0 0 0

     指定正味財産期首残高  25,000,000 25,000,000 0 

     指定正味財産期末残高 25,000,000 25,000,000 0

Ⅲ 正味財産期末残高 814,061,768 723,567,311 90,494,457 

 



財 産 目 録 
平成２２年３月３１日現在 

 

法人名  財団法人 冲中記念成人病研究所                      （単位：円） 

        科         目                        金      額     

Ⅰ 資産の部 

 1．流動資産 

      現金預金 

        普通預金 43,292,112 

      未収金 53,340 

      仮払金 

        流動資産合計 43,345,452 

 2．固定資産 

  (1) 基本財産 

      普通預金 7,840,372 

      定期預金 260,000,000 

      投資有価証券 394,874,593 

        基本財産合計 662,714,965 

  (2) 特定資産 

      施設整備積立預金 100,000,000 

        特定資産合計 100,000,000 

  (3) その他固定資産 

      器具機械 33,256,139 

        その他固定資産合計 33,256,139 

        固定資産合計 795,971,104 

          資産合計 839,316,556 

 

Ⅱ 負債の部 

 1．流動負債 

      未払金 14,105,721 

      預り金 1,902,727 

        流動負債合計 16,008,448 

 2．固定負債 

      退職給付引当金 9,246,340 

        固定負債合計 9,246,340 

          負債合計 25,254,788 

 

          正味財産 814,061,768 
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