
一般財団法人 健康医学協会
税込／(単位：円)

科目 金額 科目 金額
 【流動資産】 516,766,988  【流動負債】 425,606,685
  現金及び預金 74,769,597   短期借入金 230,018,000
  未収金 15,521,281   未払金 162,608,296
  未収入金 400,591,587   未払費用 174,835
  棚卸資産 6,993,584   未払消費税 12,906,500
  貯蔵品 29,873   未払法人税 70,000
  前払費用 18,516,178   預り金 19,829,054
  立替金 153,488
  仮払金 191,400  【固定負債】 351,801,200
 【固定資産】 445,631,447   長期借入金 220,208,000
 （有形固定資産） 329,582,567   本支店勘定 0
  建物附属設備 201,432,889   退職給付引当金 131,593,200
  車両運搬具 28,754,883   負債の部合計 777,407,885
  什器器具備品 96,847,703 純資産の部
  施設備品 2,547,092 【株主資本】 190,997,305
 （無形固定資産） 1,742,253  【資本金】 13,400,000
  電話加入権 1,742,253  【利益剰余金】 177,597,305
 （投資その他の資産） 114,306,627  （その他利益剰余金） 177,597,305
  長期貸付金 727,944   別途積立金 90,000,000
  差入保証金 59,650,339   繰越利益剰余金 87,597,305
  敷  金 53,928,344   純資産の部合計 190,997,305
 【繰延資産】 6,006,755
  ソフトウェア 6,006,755
  資産の部合計 968,405,190   負債・純資産の部合計 968,405,190

貸 借 対 照 表
令和 ４年 ３月３１日 (当期会計期間末)

資産の部 負債の部



一般財団法人 健康医学協会

科目
 【売上高】
  健康診断収入 1,597,073,280
  巡回検診収入 59,690,218
  航空身体検査収入 191,993,851
  予防接種収入 83,388,857
  健保外来収入 205,123,982
  国保外来収入 107,963,378
  公災/労災収入 842,996
  特健・保健指導・他 1,437,588
  自費収入 9,233,680
  その他医業収入 16,359,789
  会員制業務受託収入 9,614,000
  産業医収入 32,028,700
  保険査定増減･再請求(非課) -382,899
  保険等査定増減(課税) -35,750
  ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ 2,600,033
  業務受託収入(粒子線) 418,000 2,317,349,703
 【売上原価】
  医療材料費 103,848,988
  健診委託費 67,416,864
  健診直接費 1,650
  健診間接費 23,817,817
  検査委託費 108,491,520
  業務委託手数料 1,421,876 304,998,715
    売上総利益 2,012,350,988
 【販売費及び一般管理費】 2,222,839,650
    営業利益 △ 210,488,662
 【営業外収益】
  受取利息 14,576
  その他事業外収入 14,546
  雑収入 3,364,534
  研究会収入 520,000 3,913,656
 【営業外費用】
  支払利息及び割引料 2,428,752 2,428,752
    経常利益 △ 209,003,758
 【特別損失】
  固定資産除却損 355,463
  貸倒損失(ﾄﾞｯｸ健診) 62,958
  棚卸廃棄損 11,000 429,421
    税引前当期純利益 △ 209,433,179
    法人税等及び住民税 70,000
    当期純利益 △ 209,503,179

税込／(単位：円)

令和 ４年 ３月３１日 (当期会計期間末)
損 益 計 算 書 

金額



一般財団法人 健康医学協会

科目
  給料手当 1,155,794,043
  賞  与 46,307,027
  退職金 4,699,535
  法定福利費 116,315,701
  福利厚生費 3,267,677
  通勤費 34,086,759
  消耗器具備品費 1,760,716
  消耗品費 14,610,860
  事務用品費 8,490,717
  支払地代家賃 360,655,452
  リース(賃借)料 19,101,976
  保険料 382,440
  修繕費 10,466,605
  支払施設使用料 26,084,040
  固定資産税等 3,835,100
  租税公課 98,441,930
  減価償却費 76,611,086
  退職給与引当金繰入額 △ 3,833,900
  旅費交通費 484,722
  通信費 17,218,327
  水道光熱費 30,767,003
  支払手数料 28,134,724
  運  賃 7,416,436
  広告宣伝費 1,286,450
  接待交際費 2,080,409
  調査研究(新聞図書)費 553,691
  労働衛生啓発(研修)費 46,500
  車両費 53,400
  諸会費 2,316,107
  会議費 4,470
  研究会費 1,360,012
  衛生費 16,870,599
  渉外費 851,278
  委託費 99,307,833
  保守料 36,977,740
  雑  費 32,185
  販売費及び一般管理費合計 2,222,839,650

販売費及び一般管理費
令和 ４年 ３月３１日 (当期会計期間末)

税込／(単位：円)
金額



単位：円

科　　　　　　　　　　　　　目

　【当  期  未  処  分  利  益】

　【  次  期  繰  越  利  益  】

上記の通りご報告申し上げます。

令和4年 5月 26日

利 益 金 処 分 計 算 書

　金　　　　　　　　　　　　額　

一般財団法人　健康医学協会

▲ 209,503,179

177,597,305

代表理事   　大　坪　　　修




