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第1号議案

平成26年度事業報告および正味財産増減決算書並びに貸借対照表・財産目録・

監査報告に関する件

公益目的事業１　　府民に栄養・食生活に関する知識や技術を啓発、提供すること、および府

　　　　　　　　　内の管理栄養士・栄養士などの資質向上を図ることにより、健康増進、疾

　　　　　　　　　病予防のための食生活改善を行い、公衆衛生の向上に資する事業

Ａ. 管理栄養士・栄養士など栄養・食生活に関係する専門職に対し、資質向上を目指した事業

　1. 生涯教育研修会

　　　4月13日（必須）　　　　  オリエンテーション　生涯教育制度について

　　　　　　  （基本研修･必須）専門職としての役割と倫理要綱について　　　　　　（会員 ２２１名、非会員   １名）

　　　　　　  （基本研修･必須）栄養ケアプロセス　　　　　　　　　　　　　　　　（会員 ２１９名、非会員   １名）

　　　5月14日（実務研修）　　  循環器疾患の発症予防・重症化予防　　　　　　　　（会員 １０６名）

　　　7月13日（実務研修）　　  脂質異常症のガイドライン　　　　　　　　　　　　（会員 １５４名）

　　　　　　  （基本研修･必須）栄養スクリーニング　　　　　　　　　　　　　　　（会員 １６７名）

　　　　　　  （基本研修･必須）栄養アセスメント　　　　　　　　　　　　　　　　（会員 １６４名）

　　　8月 6日（実務研修）　　  食物アレルギーについて　　　　　　　　　　　　　（会員　 ８５名、非会員   １名）

　　　8月24日（基本･実務研修）栄養素の消化と吸収　　　　　　　　　　　　　　　（会員 １８０名、非会員   ３名）

　　　9月28日（実務研修）　    糖尿病と歯周病　　　　　　　　　　　　　　　　　（会員 １１３名、非会員１１名）

　　　　　     （基本研修･必須）国民の健康増進の総合的な推進　　　　　　　　　   （会員 １１１名、非会員１１名）

　　　　　　　　　　　　　　　　―栄養士がかかわる健康管理―

　　 10月19日（実務研修）　　  高齢者の終末期の栄養管理　　　　　　　　　　　    （会員 １２２名、非会員   １名）

　　　　　　  （基本研修･必須）栄養の指導　　　　　　　　　　　　　　　　         （会員 １１５名、非会員   １名）

　　 11月16日（基本研修･必須）根拠に基づいた栄養管理　　　　　　　　　　　　   （会員 １５３名）

　　　　　　　　　　　　　　　　―食事摂取基準(2015年版)について―           

　 　　　　　 （実務研修）　　 コミュニケーションツール　　　　　　　　　　　   （会員 １２１名）

　　　　　　　　　　　　　　　　―バリデーションについて―

　　 12月10日（実務研修）　　 肝臓病の栄養管理　　　　　　　　　　　　　　　　 （会員　 ７１名）

　　　　　　　　　　　　　　　　〜肝臓病を視る、線維化･脂肪化診断からの管理〜 

　　  1月25日（実務研修）　    災害時のリスクマネジメント　　　　　　　　　　   （会員 １１７名、非会員   ２名）

　　　　　　  （実務研修）　　 食品の衛生管理　　　　　　　　　　　　　　　　　（会員 １１７名、非会員   １名）

　　  2月  4日（基本研修･選択）栄養管理に必要な料理と献立の考え方　　　　　　　（会員    ９４名、非会員   ４名） 

　　  2月22日（実務研修）　　 摂食嚥下機能について　　　　　　　　　　　　　   （会員 １２９名、非会員   １名） 

　　　　　　  （実務研修･演習）フィジカルアセスメント　　　　　　　　　　　　　（会員 １２９名、非会員   １名）

　　  3月11日（基本研修･必須）根拠に基づいた栄養管理　 　　　　　　　　　　　　（会員    ８２名、非会員１０名）

　　　　　　　　　　　　　　　　―最新の栄養療法の取り組み―

　2. 職域別研修会

　1）研究教育部会・行政部会



–　 –5

　　　①10月28日（火）合同研修会Ⅰ（研究教育部会、行政部会、保健所及び市町村栄養士等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （会員 ９名、保健所等 ５２名）

　　　　講演「インタビュー力（課題を聞き取る能力）を高め、栄養･食生活の特徴と課題を把握する」 

　　　　グループワーク・発表  

　　　②2月24日（火）合同研修会Ⅱ（研究教育部会、行政部会、保健所及び市町村栄養士等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （会員 ８名、保健所等 ４７名）

　　　　講演「優先すべき健康課題を特定し、ターゲット層や食生活の特徴を明らかにする」

　3）地域活動部会

　　　①6月28日（土）大阪府地域活動栄養士情報交換会　　　　　　　　　　　　　  （会員 ５３名）

　　　②9月27日（土）工場見学会と研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （会員 ２３名）

　　　　キユーピー（株）伊丹工場見学

　　　　講義「高齢者に役立つ商品開発の心とおいしさへのこだわり」

　4）病院部会

　　　①2月25日（水）研修会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （会員 ６３名） 

　　　　講演「重症患者の栄養管理 ―エビデンスを俯瞰して栄養管理のあり方を探る―」

　3. スキルアップ研修会　　　　　　　　　 10月25日（土）　　　　　　　 （会員 ４２名、非会員 ３名）

　　　講演「栄養士会と栄養士の役割」

　　　講演「新しくなった第7版糖尿病食品交換表について」

　　　講演「栄養管理の現場で使われる用語解説」

　　　フリートーク

　4. 第3回 JDA－DAT大阪スタッフ養成研修会 　　　　　　　　　　（会員 ３６名）

　　　10月19日（日）「災害への理解　〜災害とは、災害医療・災害栄養管理〜」

　　　　　　　　　　「JDA-DAT（日本栄養士会災害支援チーム）の意義と役割」

　　　11月16日（日）「被災者へのコミュニケーションスキルの在り方」

　　　  1月25日（日）「臨機応変の対応能力　実践ワークショップ・グループワーク」

　　　  2月22日（日）「災害時の栄養アセスメント」、「災害時のレシピ」、

　　　　　　　　　　「被災地における栄養プランの作成」、「災害時における栄養指導」

　5. 特定給食講演会　（共催：大阪府、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府立大学21世紀科学研究機構「公衆栄養実践研究センター」）

　　　①11月28日（金）　講演会Ⅰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （参加者 ８６０名）

　　　　事例発表「病院を飛び出した患者食　〜国循のかるしお事業について〜　」

　　　　講　　演「日本人の食事摂取基準（2015年版）総論・各論」

　　　②12月10日（水）　講演会Ⅱ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （参加者 ６５３名）

　　　　講　　演「日本人の食事摂取基準（2015年版）総論・各論」

　　　　事　　例①「積水化学大阪本社食堂における健康への取組み」

　　　　　　　　②「マリア高安保育園における年間を通しての食育活動」
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Ｂ．府民の健康増進と疾病予防を図るため、府民および栄養・食生活改善に関係する専門職の

　　資質向上を目指した受託事業

　1. 平成26年度「健やか親子２１」事業　　「児童福祉施設におけるクッキング講座」

　　　１回目  8月  3日（日）（会員　１２名、非会員　１４名）  

　　　２回目 10月26日（日）（会員　１４名、非会員  １７名） 

　　　　午前：調理実習「スキムミルクへの理解を深める 　〜スキムミルクを素材とした料理〜」

　　　　午後：講演「子どもの発育管理について」

　　　　　　　　　「園での発育管理の取り組み」

　2. 健康づくり提唱のつどい  　　　　　　11月29日（土）　　　　　　　  （会員 １２２名、非会員１７名）

　　　講演Ⅰ「腸内フローラと免疫」

　　　講演Ⅱ「サプリメントを正しく理解しよう」

　

　3. 栄養学術講習会（協賛：第一出版（株））　2月7日（土）　　　　　　　  （会員 １０６名　非会員１５名）

　　　講　演Ⅰ「開業医から見た地域医療における栄養士の役割」

　　　事例発表「在宅療養者への栄養支援 〜訪問栄養食事指導」

　　　講　演Ⅱ「日本人の食事摂取基準2015年版の活用について」　　  

Ｃ．府民に対する栄養・食生活に関する正しい知識の啓発、指導および情報の普及に関する事業

　1. 第10回 府民健康フォーラム　―私たちの暮らしと薬・検査・栄養―

（共催：大阪府薬剤師会・大阪府臨床検査技師会）

　　　11月9日（日）　　　　　（参加者２５６名：本会８０名・薬剤師会９５名・臨床検査技師会３６名・府民４５名）

　　　テ ー マ 「高血圧は、なぜ身体に悪いの？」〜高血圧のチェック･食事･日常生活における工夫〜 

　　　基調講演「高血圧について」

　　　講 演 Ⅰ「高血圧と食事」

　　　講 演 Ⅱ「高血圧のための臨床検査」

　　　講 演 Ⅲ「高血圧治療薬について」

　2. ヘルシー外食フォーラム2014（共催：大阪ヘルシー外食推進協議会）

　　　11月19日（水）　　（参加者１３４名）

　　　第１部　 表彰式「おすすめ！わが店のヘルシーメニュー2014」人気コンテスト

　　　第２部　 講  演「これが和風だし！　本物のために本物を！」

　　　第３部　 情報提供「ｈｕ＋ｇ　ＭＵＳＥＵＭ のご紹介」

　　

　3. 平成26年度食育講座

　1）食育イベント「みんな一緒に畑で育てる　おいしくいただく」

　　　　大阪食育連絡会議（本会、大阪スローフード協会）活動報告書発行

　2）マジごはんby OSAKA “ちゃんと食べよか〜”推進プロジェクト

　　　　食育ヤングリーダーフォーラム　　　　　3月24日（火）　　　　　　　　　（参加者　２９１名）

　　　第１部　食育ヤングリーダー育成支援事業　
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　　　　　　　参加校の活動発表　「私たちがヤングリーダーです！」

　　　第２部　講演「和食料理人が取り組む食育」

　　　第３部　食育ヤングリーダー育成支援事業

　　　　　　活動・発表優秀校　表彰式

　4. 健康づくり府民食生活講座　　―健康おおさか２１推進事業―

　　料理講習会「平成２６年度子ども料理教室」

　　　テーマ　「野菜バリバリ　朝食モリモリ」

　　　① 開催日：7月29日（火）

　　 　　協力：貝塚地域活動栄養士会　コスモス栄養士会　　　　　　　　　　　　　（参加者　１８名）    

　　 　　会場：貝塚保健・福祉合同庁舎（保健センター）　　　　　　 

　　　 　内容：「みんなで楽しく作ろう「いなりずし」」

　　　②開催日：7月30日（水）

　　　　協力：ななクラブ　寝屋川地域活動栄養士の会　　　　　　　　　　　　　　（参加者　２０名）　

　　　　会場：寝屋川市立市民会館 

　　　　内容：「作ってみよう！朝ごはん」

　　　③開催日：12月13日（土）

　　　　協力：さやま地域活動栄養士会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　２２名）  

　　　　会場：大阪狭山市立保健センター　　 　

　　　　内容：「明るく、楽しく、みんなでクッキング」

　　　④開催日：12月21日（日）

　　　　協力：ヘルシーサポート茨ラッキー　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（参加者　２１名）

　　　　会場：茨木市男女共生センター　　ローズWAM　　　　　　　　　　

　　　　内容：「和食でおもてなし」

　5. 食と防災シンポジウム2014　　　　　　9月8日（月）　　　　　　　　（参加者　４１３名）

　　　講　演：「災害に備えること　地域との共助を考える」

　　　パネルディスカッション　

　　　　　　テーマ：「地域との共助を考える」

　　　展示コーナー　：災害支援医療緊急車両「ＪＤＡ－ＤＡＴ河村号」　

　6. ホームページの運営　　　　（年６回更新）

公益目的事業２　　府民に対し栄養・食生活について直接、個別に相談・指導することで食生

　　　　　活に対して正しい知識を啓発し、府民の健康の維持増進など公衆衛生に資する事業

　1. 栄養ケア･ステーション

　　  国の施策を受けた糖尿病･介護予防の推進を目途とした栄養・食事相談　　（相談　７７件）

　　　　　　（毎週 火・木曜日）　
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　2. 他法人が実施する栄養相談への参画事業

　　1）「おおさか食育フェスタ　野菜バリバリ･朝食モリモリ2014　

　　　　　　　　　〜野菜あと100ｇ、朝食で野菜を食べよう！〜」　　8月5日（火）　　

　　　会　場：大丸心斎橋店本館

　　　内　容：食育ＳＡＴシステムによる食事診断 　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　３５０名）

　　　 　　　　 タペストリー展示

　　2）「こころの再生」フェスティバル2014　　　11月2日（日）

　　　会　場：万博記念公園

　　　協　力：吹田地区栄養士会さんくらぶ　

　　　内　容：①めざせ！５つ星！食事バランスチェック　　　　　　　　　　　　　（参加者　２１０名）

　　　　　　　②もったいない　もったいない　私たちにできることあるかな？（パネル展示）

　　　　　　　③チラシのゴミ入れ作り

　　3）医と健康フォーラム2015関西「健康市民フェスタ」　　3月21・22日（土祝・日）

　　　会　場：グランフロント大阪ナレッジシアター

　　　内　容：食育ＳＡＴシステムによる食事診断　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　４５０名）

　　　 　　　　食育タペストリー展示

公益目的事業３　　栄養・食生活に対する知見などを発表する学術研究発表会を実施すること

　　　　　　　　　により、管理栄養士・栄養士および栄養・食生活に関係する専門職種の資

　　　　　　　　　質の向上と最新の情報の共有化を図り公衆衛生の向上に資する事業

　1. 第19回大阪府栄養士会研究発表会　 3月14日（土）　　　　　　　　（会員 １１４名、非会員１０名）  

　　　教育講演「慢性腎臓病（CKD）の栄養管理 」

　　　研究発表（１２題） 

　　　・「味付け（＝おいしい）と見た目（＝おいしそう）の関連性」

　　　・「衛生管理の基本は手洗いから　〜手洗いチェッカーを使用して〜

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　泉佐野保健所管内給食研究会からの報告」

　　　・「料理の均質化・作業の平準化を目指して」

　　　・「10年間幼児期の食育に携わって（幼児期の食育の有無別に見たその後の食生活の変化）」

　　　・「前期高齢者向け健康教室の評価・検討」

　　　・「妊婦の血液生化学検査値と低体重児出生率との関連」

　　　・「当院の基礎代謝測定」

　　　・「外来継続栄養指導の効果と今後の課題」

　　　・「外来維持透析クリニックにおけるNST活動報告」

　　　・「料理の食べる順番と血糖値の違いについての検討」

　　　・「癌化学療法治療に伴う食欲低下改善目的のため、選択食導入による効果と今後の課題」

　　　・「頭頸部癌患者に対する嚥下訓練食提供についての検討」

収益事業１　　　　　手数料等に関する事業

　　1. 機関誌「栄養大阪」へのチラシ封入　　　　　　　　１０回　

　　2. 外食アドバイザー栄養成分表示店訪問（東大阪）　　３０回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（堺）　　　　　５回
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　　3. 図書販売「病院及び介護福祉施設における栄養管理指針ガイドブック2013」 １２１冊

　　4. 日本栄養士会会費徴収事務手数料　　　　　　　　　　３,０１２名分

その他の事業１　　　会員向け情報提供に関する事業

　　1. 機関誌「栄養大阪」の発行（隔月発行）　　　　　　　年６回　259号〜264号

　　2. 各種講習会テキスト・資料作成　　　　　　　　　　　随時

　　3. 府民栄養相談資料　　　　　　　　　　　　 　　　　  随時

　　4. 健康増進のしおり配布　　　　　　　　　　　　　　   No.2014-1〜4　

　　5. 栄養指導用フードモデル・DVD・パネル貸出し　　　　随時

　　6. 栄養指導媒体　食育SATシステム貸出し　　　　　　　随時

　　7. 食育情報誌「こちゃんと」　（大阪食育連絡会議：大阪府栄養士会・大阪スローフード協会）

その他の事業２　　　会員向け支援に関する事業

　　1. サークル活動支援

　　　①透析食研究会　　　　　　 　　  　 　　　　　　　１３回

　　　②スポーツ栄養研究会　　　　  　　  　  　　　　　　 ６回

　　2. 管理栄養士・栄養士業務相談 

その他の事業３　　　会員表彰に関する事業

　　1. 太田いそ賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１グループ

　　2. 太田いそ研究奨励賞　　 　   　  　　　　　　　　　   １名、２グループ

　　3. 日本栄養士会会長表彰（50年会員）  　  　　　　 　    １名

　　4. 日本栄養士会会長表彰（25年会員） 　　　　　　  　４２名

　　5. 厚生労働大臣表彰　　　　　　　　   　　　　　　　　３名

　　6. 大阪府知事表彰　　　　　　　　   　　　　　　　   １１名  

◎ 会の運営に関する活動

　　1. 公益社団法人大阪府栄養士会　第1回定時総会　　5月24日（土）　　　　　　　（参加者　４１２名） 　

　　　特別講演「糖尿病治療の最新情報」

　　　トピックス「改訂された第７版糖尿病食事療法のための食品交換表の解説」

　　2. 定例理事会     　　　　　     １１回 

　　3. 総務部担当理事会　　　　　　　　　　 　 　　　３回

　　4. 事業部担当理事会  　　　　　 　 　　　　　　　２回

　　5. 社会活動部担当理事会　　　　   　　　　　　     １回

　　6. 広報部担当編集委員会     　　　　　　    ６回

　　7. 地域活動部会強化委員会  　　　　　　　 　４回

　　8. 病院部会強化委員会　　　　　　　　　　　　　　　　１回

　　9. 福祉部会強化委員会  　　 　　　　　　１回

　　10. JDA－DAT大阪担当者会議　　　　 　 　　　　　 　 １回

　　11. 諮問会議   　　 　　　　　　　　　　２回

　　12. 近畿会長会議　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ２回

　　13. 生涯教育担当者会議  　 　　　　　　　１回
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◎ 会の組織強化活動

　　府内栄養士養成施設16校卒業生に対する入会案内並びに栄養士会研修活動等説明書配布

◎ 後援

　（平成26年）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（開催日）

　　「若さの栄養学　春の講演会」（(一財)若さの栄養学協会） 　　　　　　　　　　　　　　　　  5/23

　　「いのちをいただく“弁当の日” 食育シンポジウム」（大阪ガス(株)）　　　　　　　　　　　　　6/29

　　「愛情お弁当コンテスト」（大阪府健康医療部保健医療室）　　　　　　　　　　　　    　　　 5/19〜6/18

　　「第2回病態栄養セミナー」（(株)京都健康便）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9/ 7

　　「ワールド・ハート・デー2014　健康ハートウォーク」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ワールド・ハート・デー連絡協議会）　　　　　　  9/28

　　「ohsbi健康運動セミナー2014_Autumn」（健康科学ビジネス推進機構）　　　　　　　　　     9/20〜21

　　「がん予防キャンペーン大阪2014」（「がん予防キャンペーン大阪」実行委員会）　　　　     10/ 4

　　「やさしいHACCP ワークショップ」（(株)あかとり研究所）　　　　　　　　　　　　　　　 10/22・10/29・11/5

　　「第35回全国歯科保健大会」（第35回全国歯科保健大会実行委員会）　　　　　　　　　　　  11/ 8

　　「2014年食育実践フォーラム」（食育連絡会議）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7/27〜8/31

　　「第15回動脈硬化教育フォーラム」（日本動脈硬化学会）　　　　　　　　　　　　　　　　　 2/8

　　「味の素KKセミナー」（味の素(株)大阪支社）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3/ 7

　　「第6回日本訪問リハビリテーション学術大会in大阪」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5/30〜31

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（(一社)日本訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協会）

　　「｢乳和食｣料理講習会・ミルクセミナー」（近畿生乳販売農業協同組合連合会）　　　　　　　12/ 1

　　「いのちをつなぐ“弁当の日”食育シンポジウム」（大阪ガス（株））　　　　　　　　　　　　12/13

　　「第17回日本医療マネジメント学会学術総会」　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本医療マネジメント学会学術総会）   　　　　　 6/12〜13

　　「第8回日本医療マネジメント学会大阪支部学術集会」　　　　　　　　　　　 　　　　　　　  2/21

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第8回日本医療マネジメント学会大阪支部学術集会）  

　（平成27年）

　　「日本ＷＨＯ協会フォーラム「感染症〜正しい知識と予防」」　　　　　　　　　　　　　　　 2/14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（(公社)日本ＷＨＯ協会）　  　 　　　

　　「ohsbi健康運動セミナー2014_Spring」（健康科学ビジネス推進機構）　　　　　　　　　　　 3/28〜29

　　「第53回衛生教育大阪大会並びに第57回公衆衛生大阪大会　　　　　　　　　　　　　　　　　 2/12 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（(公財)大阪公衆衛生協会）　　  　　

　　「平成26年大阪糖尿病協会顧問栄養士会研修会（大阪糖尿病協会顧問栄養士会）　　　　　　    3/28

　　「第7回日本未病システム学会近畿地方会・第12回日本未病システム学会栄養部会講演会」　　　9/ 5

　　　　　　　　　　　　　  （日本未病システム学会近畿地方会・日本未病システム学会栄養部会）

　　「第22回近畿臨床工学会」（第22回近畿臨床工学会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  11/7〜8

　　「第45回栄養学連続講義」（(財)若さの栄養学協会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  7/17〜18

　　「第30回食と健康を考えるシンポジウム・大阪」（食べもの文化研究会）　　　　　　　　　　 7/25〜26

◎ 協力

　　‘14｢野菜バリバリ朝食モリモリ｣ポスターコンクール（健康おおさか２１推進府民会議）

　　医と健康フォーラム2015関西　(関西広域連合、関西経済連合会、関西経済同友会他)
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◎ 行政機関・団体との連携

　　健康おおさか２１推進府民会議委員及び幹事会委員

　　健康おおさか２１推進府民会議（栄養・食生活部会、運動・身体活動部会、予防対策検討部会）

　　大阪府食育推進ネットワーク会議委員

　　大阪府食育推進計画評価審議会委員

　　若年期の肥満予防対策事業評価部会委員

　　大阪府地域職域連携推進協議会（NCD対策検討部会）

　　大阪府生涯歯科保健推進審議会委員

　　大阪府歯科口腔保健計画策定部会委員

　　大阪府薬局健康情報拠点推進協議会委員

　　野菜バリバリ・朝食モリモリポスターコンクール審査委員

　　食育ヤングリーダー育成支援事業審査委員

　　おおさか食育フェスタ実行委員

　　大阪ヘルシー外食推進協議会副会長

　　第2次大阪市食育推進連絡調整会議委員

　　すこやか大阪21推進会議委員

　　大阪市すこやかパートナー　 

　　大阪府地域医療推進協議会委員

　　大阪府歯科医師会高齢者歯科保健部オブザーバー　

　　大阪府栄養管理指針改定検討会オブザーバー　

　　大阪スローフード協会副理事長

　　（公社）大阪介護福祉士会理事

　　健康科学ビジネス推進機構　 

◎ 会員活動報告

　　1．大阪市プレパパ、ママの育児セミナー　　　　　　　（12回：参加者　１，１７４組(２，３３９名)）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月17日(土)・ 6月 8日(日)・ 7月13日(日)・ 8月 3日(日)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9月14日(日)・10月5日(日)・11月16日(日)・12月20日(土)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1月18日(日)・ 2月 8日(日)・ 3月 7日(土)・ 3月29日(日)

　　2．大学生対象栄養相談・指導（大学生協「食生活相談会」）

　　　・大阪経済大学   6月24日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（栄養相談　１３件） 

　　　・大阪教育大学 10月29日（水）　 　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　（栄養相談　１５件）

　　3．閉じこもり等予防教室「いきいき元気教室」（大阪市西成区）　　（5回：参加者　８１名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月6日(木)・11月12日(水)・11月21日(金)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2月4日(水)・ 2月19日(木)　

　　4． 社会人職業講話 

　　　・大阪府立摂津高等学校　　　10月23日（木）　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　５５名）
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貸借対照表
平成27年3月31日現在

公益社団法人大阪府栄養士会 （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 25,281,632 24,779,890 501,742
　　　　　　現      金 356,044 500,142 △ 144,098
　　　　　　預      金 24,925,588 24,279,748 645,840
　　　　　立　替　金 37,715 0 37,715
　　　　流動資産合計 25,319,347 24,779,890 539,457
　２．固定資産
　　(1) 基本財産
　　　　　定期預金 2,800,000 2,800,000 0
　　　　基本財産合計 2,800,000 2,800,000 0
　　(2) 特定資産
　　　　　定期預金 6,379,023 6,500,000 △ 120,977
　　　　特定資産合計 6,379,023 6,500,000 △ 120,977
　　(3) その他固定資産
　　　　　器具及び備品 318,866 430,185 △ 111,319
　　　　　差 入 保 証 金 1,800,000 1,800,000 0
　　　　その他固定資産合計 2,118,866 2,230,185 △ 111,319
　　　　固定資産合計 11,297,889 11,530,185 △ 232,296
　　　　資産合計 36,617,236 36,310,075 307,161
Ⅱ．負債の部
　１．流動負債
　　　　　未  払  金 101,547 0 101,547
　　　　　未払法人税等 86,900 0 86,900
　　　　　預  り  金 6,766,247 6,662,703 103,544
　　　　　前  受  金 7,705,000 7,620,500 84,500
　　　　流動負債合計 14,659,694 14,283,203 376,491
　２．固定負債 0
　　　　　備品引当金 0 247,222 △ 247,222
　　　　固定負債合計 0 247,222 △ 247,222
　　　　負債合計 14,659,694 14,530,425 129,269
Ⅲ．正味財産の部
　１．指定正味財産 5,379,023 5,500,000 △ 120,977
　　　　（うち基本財産への充当額） (           0) (           0) (           0)
　　　　（うち特定資産への充当額） (5,379,023) (5,500,000) (△ 120,977)
　２．一般正味財産 16,578,519 16,279,650 298,869
　　　　（うち基本財産への充当額） (2,800,000) (2,800,000) (           0)
　　　　（うち特定資産への充当額） (1,000,000) (1,000,000) (           0)
　　　　正味財産合計 21,957,542 21,779,650 177,892
　　　　負債及び正味財産合計 36,617,236 36,310,075 307,161



正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益社団法人大阪府栄養士会 （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
　　　　基本財産運用益 [624] [1,318] [△ 694]
　　　　　受取利息 624 1,318 △ 694
　　　　特定資産運用益 [5,766] [4,262] [1,504]
　　　　　受取利息 5,766 4,262 1,504
　　　　受取入会金 [254,000] [313,000] [△ 59,000]
　　　　　正会員入会金 254,000 313,000 △ 59,000
　　　　受取会費 [26,640,000] [27,135,000] [△ 495,000]
　　　　　正会員会費収入 22,590,000 23,205,000 △ 615,000
　　　　　賛助会費収入 4,050,000 3,930,000 120,000
　　　　事業収益 [3,293,200] [3,296,350] [△ 3,150]
　　　　　受講料収入 2,643,200 2,460,350 182,850
　　　　　広告料収入 650,000 836,000 △ 186,000
　　　　受取負担金 [979,036] [1,644,910] [△ 665,874]
　　　　　日本栄養士会 626,000 1,275,000 △ 649,000
　　　　　その他 353,036 369,910 △ 16,874
　　　　受取寄付金 [120,977] [3,000,000] [△ 2,879,023]
　　　　　受取寄付金 0 3,000,000 △ 3,000,000
　　　　　受取寄付金振替額 120,977 0 120,977
　　　　雑収入 [1,556,204] [2,643,748] [△ 1,087,544]
　　　　　受取利息 4,601 5,213 △ 612
　　　　　手数料収入 1,413,347 2,564,800 △ 1,151,453
　　　　　雑収入 138,256 73,735 64,521
　　　　 経常収益計 32,849,807 38,038,588 △ 5,188,781
　　(2) 経常費用
　　　　事業費 [27,341,120] [28,897,005] [△ 1,555,885]
　　　　　給料手当 8,436,641 7,861,332 575,309
　　　　　退職給付費用 413,954 192,000 221,954
　　　　　福利厚生費 1,345,219 1,269,078 76,141
　　　　　会議費 247,796 564,802 △ 317,006
　　　　　旅費交通費 1,614,393 1,407,945 206,448
　　　　　通信運搬費 2,055,603 2,285,869 △ 230,266
　　　　　減価償却費 88,337 91,506 △ 3,169
　　　　　消耗什器備品費 98,819 374,432 △ 275,613
　　　　　消耗品費 523,407 754,784 △ 231,377
　　　　　修繕費 104,301 0 104,301
　　　　　印刷製本費 4,120,468 5,580,015 △ 1,459,547
　　　　　光熱水料費 559,462 559,494 △ 32
　　　　　賃借料 4,476,751 4,344,231 132,520
　　　　　保険料 114,802 160,968 △ 46,166
　　　　　諸謝金 2,227,399 2,219,894 7,505
　　　　　支払負担金 113,000 103,000 10,000
　　　　　委託料 546,000 871,650 △ 325,650
　　　　　雑費 254,768 256,005 △ 1,237
　　　　管理費 [5,300,132] [4,033,080] [1,267,052]
　　　　　給料手当 853,808 894,506 △ 40,698
　　　　　退職給付費用 46,046 0 46,046
　　　　　福利厚生費 149,635 0 149,635
　　　　　会議費 1,889,483 599,750 1,289,733
　　　　　旅費交通費 482,423 516,880 △ 34,457
　　　　　通信運搬費 257,835 55,610 202,225
　　　　　減価償却費 22,974 28,528 △ 5,554
　　　　　消耗品費 11,025 11,714 △ 689
　　　　　印刷製本費 143,748 121,065 22,683
　　　　　光熱水料費 62,233 62,166 67
　　　　　賃借料 359,570 482,692 △ 123,122
　　　　　保険料 15,500 126,428 △ 110,928
　　　　　諸謝金 844,010 1,011,762 △ 167,752
　　　　　租税公課 0 70,000 △ 70,000
　　　　　雑費 161,842 51,979 109,863
　　　　 経常費用計 32,641,252 32,930,085 △ 288,833
　　　　 評価損益等調整前当期経常増減額 208,555 5,108,503 △ 4,899,948
　　　　 評価損益等計 0 0 0
　　　　　当期経常増減額 208,555 5,108,503 △ 4,899,948
　２．経常外増減の部
　　(1) 経常外収益
　　　　その他経常外収益 [247,222] [181,069] [66,153]
　　　　　備品引当金戻入 247,222 181,069 66,153
　　　　経常外収益計 247,222 181,069 66,153
　　(2) 経常外費用
　　　　固定資産除却損 [8] [0] [8]
　　　　　固定資産除却損 8 0 8
　　　　経常外減価償却費 [0] [88,072] [△ 88,072]
　　　　　過年度減価償却費 0 88,072 △ 88,072
　　　　その他経常外費用 [0] [3,000,000] [△ 3,000,000]
　　　　　事業積立金繰入 0 3,000,000 △ 3,000,000
　　　　経常外費用計 8 3,088,072 △ 3,088,064
　　　　　当期経常外増減額 247,214 △ 2,907,003 3,154,217
　　　　　税引前当期一般正味財産増減額 455,769 2,201,500 △ 1,745,731
　　　　　法人税、住民税及び事業税 156,900 0 156,900
　　　　　当期一般正味財産増減額 298,869 2,201,500 △ 1,902,631
　　　　　一般正味財産期首残高 16,279,650 14,078,150 2,201,500
　　　　　一般正味財産期末残高 16,578,519 16,279,650 298,869
Ⅱ．指定正味財産増減の部
　　　　受取寄付金 [0] [3,000,000] [△ 3,000,000]
　　　　　受取寄付金 0 3,000,000 △ 3,000,000
　　　　一般正味資産への振替 [△ 120,977] [0] [△ 120,977]
　　　　　一般正味財産への振替 △ 120,977 0 △ 120,977
　　　　　当期指定正味財産増減額 △ 120,977 3,000,000 △ 3,120,977
　　　　　指定正味財産期首残高 5,500,000 2,500,000 3,000,000
　　　　　指定正味財産期末残高 5,379,023 5,500,000 △ 120,977
Ⅲ．正味財産期末残高 21,957,542 21,779,650 177,892
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財　産　目　録
平成27年3月31日現在

公益社団法人大阪府栄養士会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　額

（流動資産）

　現金預金

　　現金 手許有高 運転資金として 356,044

　　普通預金 三井住友銀行 天満橋支店

（普）1533559 運転資金として 3,034,289

（普）995530 運転資金として 792,490

三菱東京UFJ銀行 谷町支店

（普）0034269 運転資金として 3,292,752

りそな銀行 大手支店

（普）0046163 運転資金として 1,244,551

みずほ銀行 天満橋支店

（普）1435135 運転資金として 181,327

（普）1232251 運転資金として 4,002

　　定期預金 三井住友銀行 天満橋支店

（定）361863 運転資金として 2,000,000

　　郵便振替 00960-0-42983 運転資金として 13,664,271

　　郵便貯金 14150-70892261 運転資金として 711,906

＜現金・預金計＞ 25,281,632

　立替金 労働保険料 概算納付のうち従業員負担分 37,715

＜立替金計＞ 37,715

流動資産合計 25,319,347

（固定資産）

　基本財産

　　定期預金 三井住友銀行 天満橋支店

（定）424034 法人の基本財産 2,800,000

＜基本財産計＞ 2,800,000

　特定資産

　　定期預金 三井住友銀行 天満橋支店

（定）628610 将来の特別な支出に備えた特別事業積立預金 1,000,000

大和ネクスト銀行 ベンテン支店

（定）0846598-4 会員表彰事業のための仲谷鈴代事業積立預金 3,000,000

（定）0846598-5 会員表彰事業のための太田いそ事業積立預金 2,379,023

＜特定資産計＞ 6,379,023

　その他の固定資産

　　什器備品 食育SATシステム 公益目的保有財産 105,515

仕切りパネル 管理目的として使用する財産 40,887

液晶プロジェクター 管理目的として使用する財産 1

金庫 管理目的として使用する財産 172,463

　　敷金 光養ビル

大阪市中央区大手前1-6-8 管理目的として使用する財産 1,800,000

＜その他固定資産計＞ 2,118,866

固定資産合計 11,297,889

資産合計 36,617,236
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（流動負債）

　未払金 社会保険料 法人負担分 101,547

＜未払金計＞ 101,547

　未払法人税等 法人税 平成26年度確定申告による納付額 11,500

法人事業税 平成26年度確定申告による納付額 3,600

法人府民税 平成26年度確定申告による納付額 20,500

法人市民税 平成26年度確定申告による納付額 51,300

＜未払法人税等計＞ 86,900

　預り金 社会保険料預り金 従業員からの預り健康保険料 39,338

従業員からの預り厚生年金保険料 61,159

源泉所得税預り金 従業員からの預り所得税 △ 10,973

雇用保険料預り金 従業員からの預り雇用保険料 46,723

その他預り金 平成27年度日本栄養士会会費 6,630,000

＜預り金計＞ 6,766,247

　前受金 @7,500×1,020口 平成27年度正会員会費前受金 7,650,000

@1,000×55口 平成27年度正会員入会金前受金 55,000

＜前受金計＞ 7,705,000

流動負債合計 14,659,694

負債合計 14,659,694

正味財産合計 21,957,542

負債及び正味財産合計 36,617,236
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