
（単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部

経常増減の部

(1) 経常収益

 ア 基本財産運用益 87,125,420

(ｱ) 貸室料収益 82,409,420

(ｲ) 駐車料収益 2,268,000

(ｳ) 地代 2,448,000

イ 特定資産運用益 20,588,363

(ｱ) 特定資産受取利息 20,588,363

ウ 受取会費 166,237,000

(ｱ) 会員会費 162,910,000

(ｲ) 賛助会員会費 3,327,000

エ 事業収益 182,208,487

(ｱ) 獣医師・獣医療倫理向上対策事業収益 21,168,250

(ｲ) 動物福祉適正管理施策支援事業収益 124,976,620

(ｳ) 獣医学術振興・人材育成事業収益 18,063,369

(ｴ) 福祉共済事業収益 18,000,248

オ 受取助成金等 142,370,049

(ｱ) 日本中央競馬会賛助金 100,000

(ｲ) 獣医事対策等普及啓発協賛金 25,200,000

(ｳ) 獣医師高度技術研修対策事業助成金 68,851,418

(ｴ) 臨床・生産現場の実用化推進調査事業助成金 9,262,569

(ｵ) 新規獣医師臨床研修促進事業助成金 5,345,849

(ｶ) 管理獣医師等育成支援事業助成金 15,618,264

(ｷ) 動物適正飼養推進事業助成金 17,991,949

カ 受取寄付金 4,060,368

(ｱ) 獣医学術振興資金振替 2,010,368

(ｲ) 受取寄附金 2,050,000

キ 雑収益 86,159

(ｱ) 受取利息 86,159

(ｲ) 雑収益 0

経常収益計 602,675,846

 注：平成２２年度から平成２０年改正基準による公益法人会計基準を適用し、財務諸表を

作成した。従って、前年度（平成２１年度）に適用した会計基準と異なるため前年度

の数値は記載せず当年度のみとした。

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
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(2) 経常費用

ア 事業費 493,087,020

(ｱ) 役員報酬 14,603,080

(ｲ) 給与費 49,677,370

(ｳ) 役職員退職給付金 18,150

(ｴ) 福利厚生費 11,465,955

(ｵ) 会議費 2,572,932

(ｶ) 旅費交通費 18,027,270

(ｷ) 通信運搬費 40,280,671

(ｸ) 減価償却費 8,205,542

(ｹ) 消耗備品費 497,681

(ｺ) 消耗品費 2,562,361

(ｻ) 仕入費 21,840

(ｼ) 修繕費 130,169

(ｽ) 資料図書費 1,772,313

(ｾ) 印刷製本費 63,994,453

(ｿ) 水道光熱費 692,315

(ﾀ) 賃借料 2,715,702

(ﾁ) 支払報酬 6,465,293

(ﾂ) 慶弔費 2,879,030

(ﾃ) 表彰費 1,700,079

(ﾄ) 維持管理費 30,996,287

(ﾅ) 租税公課 11,261,244

(ﾆ) 支払負担金 126,500

(ﾇ) 支払手数料 28,203,137

(ﾈ) 普及啓発活動費 172,468

(ﾉ) 事業運営費 19,428,415

(ﾊ) 委託費 42,626,021

(ﾋ) 支払寄附金 2,000,000

(ﾌ) 基金返還支出 10,860,523

(ﾍ) 賞与引当金繰入額 4,771,931

(ﾎ) 役員退職慰労引当金繰入額 974,143

(ﾏ) 職員退職給付引当金繰入額 4,491,555

(ﾐ) 雑費 76,969

(ﾑ) 獣医師高度技術研修対策事業費 58,046,229

(ﾒ) 臨床・生産現場の実用化推進調査事業費 9,262,569

(ﾓ) 口蹄疫現地防疫業務支援対策費 5,143,941

(ﾔ) 新規獣医師臨床研修促進事業費 3,356,081

(ﾕ) 管理獣医師等育成支援事業費 17,608,178

(ﾖ) 動物適正飼養推進事業費 15,398,623
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イ 管理費 50,081,738

(ｱ) 役員報酬 5,566,920

(ｲ) 給与費 17,551,243

(ｳ) 役職員退職給付金 14,850

(ｴ) 福利厚生費 2,777,467

(ｵ) 会議費 1,429,299

(ｶ) 旅費交通費 4,492,986

(ｷ) 通信運搬費 479,499

(ｸ) 減価償却費 3,894,318

(ｹ) 消耗備品費 528,755

(ｺ) 消耗品費 699,272

(ｻ) 修繕費 11,056

(ｼ) 資料図書費 21,155

(ｽ) 印刷製本費 490,400

(ｾ) 水道光熱費 167,704

(ｿ) 賃借料 404,845

(ﾀ) 支払報酬 840,157

(ﾁ) 慶弔費 10,440

(ﾂ) 表彰費 0

(ﾃ) 交際費 221,152

(ﾄ) 維持管理費 3,100,360

(ﾅ) 租税公課 3,108,756

(ﾆ) 支払負担金 990,000

(ﾇ) 支払手数料 163,664

(ﾈ) 委託費 0

(ﾉ) 賞与引当金繰入額 1,148,578

(ﾊ) 役員退職慰労引当金繰入額 371,357

(ﾋ) 職員退職給付引当金繰入額 1,081,095

(ﾌ) 雑費 516,410

経常費用計 543,168,758

当期経常増減額 59,507,088
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経常外増減の部

(1) 経常外収益

経常外収益計 0

(2) 経常外費用

経常外費用計 0

当期経常外増減額 0

他会計振替額 0

税引前当期一般正味財産増減額 59,507,088

法人税等 17,901,800

当期一般正味財産増減額 41,605,288

一般正味財産期首残高 1,724,559,618

一般正味財産期末残高 1,766,164,906

Ⅱ 指定正味財産増減の部

(1) 特定資産運用益 17,916

ア 特定資産受取利息 17,916

(2) 一般正味財産への振替額 70,879,702

ア 特定資産 70,861,786

イ 特定資産受取利息 17,916

当期指定正味財産増減額 △ 70,861,786

指定正味財産期首残高 590,263,325

指定正味財産期末残高 519,401,539

Ⅲ 正味財産期末残高 2,285,566,445


