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１．経営コンサルティング 

（１）経営コンサルティング事業 

生産性向上、働き方改革、地方創生、経営革新支援を行うべく、各金融機関の

開拓・深耕を図るとともに、経営品質協議会、サービス産業生産性協議会、日本

インダストリアル・エンジニアリング協会、生産性総合研究センター等の各組織

との連携を一層強化した事業展開を図る。 
 

①総合コンサルティング領域 
中堅中小企業の全社的課題解決や企業価値向上に向けた支援を、これまでど

おり積極的に展開し、連携する金融機関、再生支援機関、中小企業関係組織を増

やすとともに、関係強化を図る。経営改善計画策定、計画の実行支援、事業戦略

の再構築に加え、事業承継・経営承継、Ｍ＆Ａ等のテーマにも取り組み、中堅中

小企業の生産性向上支援を行う。 
 
②人事領域 
女性や高齢層の活躍推進に対応しつつ、多様性ある人材の活性化及び育成に

寄与する人事管理制度の構築支援や運用支援を中心とした活動を行う。人材育

成戦略の再構築、従業員のワークライフバランスの促進、同一労働同一賃金等の

課題対応を支援するコンサルティング活動に力を入れる。 
 
③生産革新・業務改善領域 
引き続き、製造業の生産革新と人材育成を支援するとともに、製造業への改善

指導実績を活かし、サービス産業（宿泊、小売、運送等）への業務改善支援も行

う。こうした支援を通じ、企業・組織における労働生産性を向上させるとともに、

働き方改革の実現を図る。 
 
（２）グローバルコンサルティング事業 

日本企業のグローバル化を推進するために、国内でグローバル人材育成プロ

グラムを提供するとともに、ベトナムを中心にアジア地域へ進出した日系企業

のコンサルティング及び人材育成事業等を展開する。また、中小企業診断士コー

スＯＢのネットワークをグローバル診断士倶楽部として強化し、事業推進を図

る。 
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（３）地方議会評価事業 

地方分権の進展に伴い、二元代表制の一翼を担う議会の役割が問われつつあ

ることをうけ、政策評価等議会機能を高める等議会改革の今日的意義を提起し

つつ、議会評価モデルの構築等に取り組む。 
 

５．地方創生人材の育成 

国との連携のもと、地方創生の深化や地域企業・地方自治体の経営強化に資

する１６０程のｅラーニング講座を核とした「地方創生カレッジ」を運用し、

地方創生を担う地域・専門人材の育成を図る。地方自治体や地域の経済団体、

大学、地方創生の実践者等とのネットワークの形成・強化を行いながら、マネ

ジメントやマーケティングの強化、生産性向上、地域ブランディングの向上等

にむけ「地方創生カレッジ」を拡充・普及に取り組む。ｅラーニングと連動す

る形で対面型講座を行うほか、ＷＥＢによる先進事例の紹介や情報交流等を通

じて、地方創生に取り組む人材の活躍支援を進める。 

 

６．海外技術協力 

（１）海外コンサルティング等二国間協力事業 

国際機関や各国・各地域の政府機関、個別企業からの要請に基づき、コンサル

ティングサービスや人材育成プログラムを提供する。アジア生産性機構(ＡＰ

Ｏ)に加盟する生産性機関との二国間ベースでの事業協力の推進、ＡＰＯ未加盟

のミャンマーにおける生産性本部の設立支援に引き続き注力する。 

 

（２）海外技術協力事業 

「開発協力大綱」を踏まえ、技術協力事業対象国のニーズと日本企業の裨益を

考慮しながら以下の事業を実施する。 

 

①アジア地域における技術協力支援 

ＡＰＯや東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）等の国内外関係機関と連携し、Ａ

ＰＯ加盟２０カ国・地域に加えて、日本企業の進出が進むミャンマー等の経済発

展を目的に専門家派遣等を実施する。 

 

②アフリカ・南米地域における技術協力支援 

本年８月、横浜で開催される第７回アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅦ）に向け、

政府関係省庁、国際協力機構（ＪＩＣＡ）、アフリカ連合開発機構（ＡＵ－ＮＥ

ＰＡＤ）、汎アフリカ生産性協会（ＰＡＰＡ）等の内外関係機関と連携し、アフ

リカにおけるカイゼンを通じた中小企業育成・産業振興に資するよう、南アフリ
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値分析について、従来の付加価値分析のフレームワークに加え、無形資産やリー

ス等の活用といった今日的な視点を取り入れることを目的とした検討を行う。 
 

②多国籍企業の生産性に関する研究 

従来把握が困難とされた多国籍企業の生産性について、「産業別・企業別生産

性データベース」を活用し、企業形態に応じて実情を分析する。それとともに、

国内での事業を中心とする企業群との比較を行い、海外への進出が生産性に及

ぼす影響について分析する。 

 
 ③人材育成投資の経済的価値推計の日米比較 

従来ＧＤＰ計算に含まれていない企業における OJT・Off-JT の実態を把握す

ることで、人材育成投資がもたらす経済的な価値について検討する。米国で調査

を行うことで、内閣府が２０１８年に日本で行った調査データと合わせて分析

し、OJT・Off-JT が生産性に及ぼす影響や日米の特色等を把握する。 

 
④日本及び主要国における産業別労働生産性水準比較 
２０１８年に発表した「産業別労働生産性水準比較」について、最新年にアッ

プデートするとともに、日米独英仏との比較だった分析フレームを拡張し、新興

国との比較を試みる。 

 
⑤企業の生産性に関するアジア比較研究 
日本及びアジア諸国の企業の生産性について、アジア諸国の研究機関・研究者

等と連携しながら測定・比較を行い、日本企業の競争力等の現状や課題等につい

て生産性の観点から検討する。 

 
（２）生産性統計・分析 

鉱工業、非製造業の業種別労働生産性統計（月次・四半期の労働生産性上昇率、

労働生産性指数）を発表する。また、生産性の水準や推移を把握するため、国及

び産業別労働生産性の動向、日本及び世界各国の生産性比較（ＯＥＣＤ３６カ国

及び世界各国比較）等をとりまとめる。 
生産性分析を簡便に行うためのコンテンツとして、「産業別・企業別生産性デ

ータベース」及び、都道府県の生産性情報を網羅した「地域別生産性データベー

ス」の開発、提供を開始する。 
労働生産性及び全要素生産性に関する各種データを掲載する生産性データベ

ース（ＪＡＭＰ）の更新を行う。 
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 ④技術経営研究事業 

日本の技術を活かし、グローバル競争の中で優位性を維持し、経営成果に結び

つけていくための議論、交流を行う。本年度は「戦略的Ｒ＆Ｄマネジメント研究

会」「研究開発マネジャー研修」を開催する。 
 

（３）企業内アカデミー 

各コースで実施している内容をベースに個別企業の教育ニーズに合わせたオ

ーダーメイドのプログラムを作成し実施する。 

 

（４）生産性研究助成 

本制度は、学界の発展と生産性に関する研究を支援するため、経営アカデミー

創設２５周年である１９９０年に設置し、毎年、若手研究者の研究活動を助成し

ており、これまでに８５件を助成した。広く経営、労働、生産性等に関する領域

を研究する個人またはグループを対象にした研究助成を行う。 

 

３．グローバル人材育成 

（１）グローバル経営支援 

企業・組織のグローバル人材育成のニーズに対応した研修事業を実施する。ま

た、海外技術協力事業において、本部の階層別教育等独自コンテンツを改編・現

地適用する過程で得られた知見、リソースをもとに、全局事業のグローバル展開

の支援も行う。 
 

（２）調査団・研修団の派遣 

欧・米・アジアの先進的な経営手法やベストプラクティスを学び経営革新へと

結びつけることを目的に、また異文化コミュニケーションやグローバルリーダ

ーシップを体験的に修得し、グローバルな視点を備えた人材の育成、今後も成長

が期待される東南アジアで活躍できるグローバル人材の育成に資することを目

的に海外研修・視察を実施する。 
 

（３）グローバル人材育成等 

グローバル人材育成を、わが国の産業の成長のために欠かすことが出来ない

喫緊の課題として認識し、グローバル・トップセミナー（新興国市場視察研修）、

グローバルリーダーシッププログラム（現地企業でのインターンシップ研修） 

を実施するとともに、多様なニーズにこたえられるプログラム開発を推進する。

また、ＡＰＩＣＳ（Advancing Productivity, Innovation, and Competitive 
Success）と提携しているサプライチェーンマネジメントの国際資格ＣＰＩＭ

（Certified in Production and Inventory Management）の認定事業を展開す

る。 
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公益財団法人 日本生産性本部 評議員 

 
2019 年 3 月 18 日現在 

榊原 清則 中央大学大学院 教授 

福川 伸次 （一財）地球産業文化研究所 顧問 （元通商産業事務次官） 

南雲 弘行 (公財）国際労働財団 理事長 

八野 正一 ＵＡゼンセン 副会長 

人見 一夫 （公財）日中技能者交流センター 顧問 

曽根 泰教 慶應義塾大学 名誉教授 

樋口 美雄 （独）労働政策研究・研修機構 理事長 

石塚 邦雄 （株）三越伊勢丹ホールディングス 特別顧問 

今野 浩一郎 
学習院大学 名誉教授 

学習院さくらアカデミー アカデミー長 

加賀見 俊夫 （株）オリエンタルランド 代表取締役会長兼ＣＥＯ 

西原 浩一郎 全日本金属産業労働組合協議会 顧問 

松井 忠三 （株）松井オフィス 代表取締役社長 

宮川 努 学習院大学 教授 

山口 範雄 味の素（株） 特別顧問 

野田 三七生 情報労連 中央執行委員長 

松谷 和重 フード連合 会長 

野中 尚人 学習院大学 教授 

河野 真理子 （株）キャリアン 代表取締役 

川本 淳 自治労 中央執行委員長 

泉谷 直木 アサヒグループホールディングス（株）代表取締役会長 

大北 隆典 生保労連 中央執行委員長 

関根 愛子 日本公認会計士協会 会長 

平川 純二 ＪＥＣ連合 会長 

谷口 将紀 東京大学 教授 

相原 康伸 連合 事務局長 

増田 光儀 ＪＰ労組 中央執行委員長 

神田 健一 基幹労連 中央執行委員長 

安河内 賢弘 ＪＡＭ 会長 

  

＜資 料＞ 
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公益財団法人 日本生産性本部 理事及び監事 
 

2019 年 3 月 18 日現在 

会長（代表理事） 茂木 友三郎 キッコーマン（株） 取締役名誉会長 取締役会議長 

名誉会長 牛尾 治朗 ウシオ電機(株) 代表取締役会長 

副会長 佐々木 毅 (公財)明るい選挙推進協会 会長 

副会長 大田 弘子 政策研究大学院大学 教授 

副会長 小島 順彦 三菱商事（株） 相談役 

副会長 神津 里季生 連合 会長 

副会長 有富 慶二 ヤマトホールディングス(株) 特別顧問 

副会長 遠山 敦子 (公財)トヨタ財団 理事長 

副会長 野中 孝泰 
全国労働組合生産性会議 議長 

電機連合 中央執行委員長 

副会長 増田 寛也 東京大学大学院 客員教授 

理事長(代表理事) 前田 和敬 (公財)日本生産性本部 

常務理事(業務執行理事） 大川 幸弘 (公財)日本生産性本部 

理事(業務執行理事） 尾崎 陽二 (公財)日本生産性本部 

理事(業務執行理事） 澤田 潤一 (公財)日本生産性本部 

理事(業務執行理事） 原 賢一 (公財)日本生産性本部 

理事 大橋 洋治 ＡＮＡホールディングス(株) 相談役 

理事 小島 明 (公社)日本経済研究センター 参与 

理事 小野寺 正 ＫＤＤＩ(株) 相談役 

理事 金丸 恭文 
フューチャー(株)  

代表取締役会長兼社長グループ CEO 

理事 新浪 剛史 サントリーホールディングス(株) 代表取締役社長 

理事 岸本 薫 電力総連 会長  

理事 難波 淳介  運輸労連 中央執行委員長 

理事 松浦 昭彦 ＵＡゼンセン 会長 

理事 大八木 成男 帝人(株) 相談役 

理事 田川 博己 (株)ＪＴＢ 代表取締役会長 

理事 髙倉 明 自動車総連 会長 

 

監事 本田 勝彦 日本たばこ産業(株) 社友 

監事 橋本 俊幸 紙パ連合 中央執行委員長 
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公益財団法人 日本生産性本部 幹事会幹事 

 
2019 年 3 月 18 日現在 

青井 浩 (株)丸井グループ 代表取締役社長 代表執行役員 

青木 健 全国ガス労働組合連合会 中央執行委員長 

青柳 俊一 千葉県生産性本部 会長 

(株)千葉興業銀行 取締役会長(代表取締役) 

新井 賢太郎 (一社）栃木県生産性本部 会長 

栃木県経営品質協議会 会長 

安藤 忠雄 建築家 

飯田 昌弥 オイレス工業（株） 代表取締役社長 社長執行役員 

飯沼 寿也 三越伊勢丹グループ労働組合 本部執行委員長 

飯村 幸生 (一社)日本工作機械工業会 会長 

石合 弘二 セブン＆アイグルーフﾟ労働組合連合会 会長 

石井 直生 トヨタ自動車（株） 常務役員 

石毛 博行 (独)日本貿易振興機構 理事長 

石塚 宏幸 日本ゴム産業労働組合連合 中央執行委員長 

石田 昭浩 電力総連 事務局長 

石嶺 傳一郎 (一社）沖縄県生産性本部 会長 

沖縄電力(株） 代表取締役会長 

磯田 裕治 （一社）日本船主協会 副会長 

井上 淳 日本チェーンストア協会 専務理事 

井上 治  住友電気工業（株） 取締役社長 

今村 隆郎 日清オイリオグループ（株） 代表取締役会長 

岩井 奉信 日本大学 教授 

岩本 潮 全日本電線関連産業労働組合連合会 中央執行委員長 

岩本 敏男 (株)ＮＴＴデータ 相談役 

上野 孝 横浜商工会議所 会頭 

宇治 敏彦 中日新聞東京本社 相談役・特任論説担当 

内山 俊一 （一社）日本鉄鋼連盟 専務理事 

宇部 文雄 東北生産性本部 会長 

東北電力(株) 特別参与 

梅森 徹 （一社）全国地方銀行協会 常務理事 

瓜生 道明 九州電力(株) 代表取締役会長 

江崎 玲於奈 横浜薬科大学 学長 

大久保 博司 ＮＴＮ（株） 代表取締役社長 

大坪 清 (公財)関西生産性本部 会長 

レンゴー(株) 代表取締役会長兼社長 
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大西 健造 全国社会保険労務士会連合会 会長 

大平 康彦 東京ガス労働組合 執行委員長 

大森 唯行 日本製鉄労働組合連合会 会長 

大宅 映子 評論家 

(公財)大宅壮一文庫 理事長 

岡澤 憲芙 早稲田大学 名誉教授 

岡島 真砂樹 日本教職員組合 中央執行委員長 

岡本 哲 中外製薬労働組合 中央執行委員長 

奥村 栄二 全東レ労働組合連合会 会長 

奥村 洋彦 学習院大学 名誉教授 

小倉 忠 (一財)中部生産性本部 会長 

（株）ノリタケカンパニーリミテド 代表取締役会長 

押尾 信明 石油連盟 常務理事 

小田 尚 読売新聞東京本社 客員研究員 

海輪 誠 東北電力（株） 取締役会長 

風間 利彦 神奈川県生産性本部 会長 

(株) 横浜スカイビル 代表取締役社長 

片多 英樹 静岡県東部生産性本部 会長 

ジヤトコ(株) ＶＰ 

勝野 哲 電気事業連合会 会長 

香藤 繁常 昭和シェル石油（株） 顧問 

加藤 泰彦 （一社）日本造船工業会 会長 

加藤 芳基 セラミックス産業労働組合連合会 書記長 

金子 晃浩 自動車総連 事務局長 

鎌田 長明 (公社) 日本青年会議所 会頭 

茅   陽一 東京大学 名誉教授 

河端 照孝 （一財）次世代芸術文化都市研究機構 理事長 

木下 康司 （株）日本政策投資銀行 代表取締役会長 

木村 昌平 日産車体（株） 代表取締役兼社長執行役員 

木元 教子 評論家・ジャーナリスト 

久和 進 北陸電力(株) 代表取締役会長 

楠   正夫 (株）トクヤマ 代表取締役会長執行役員 

久保 直幸 全国労働組合生産性会議 事務局長 

久保田 俊平 日本建設産業職員労働組合協議会 議長 

熊谷 克夫 東芝労働組合 中央執行委員長 

久米 正一 （一社）日本自動車連盟 専務理事 

公文 俊平 多摩大学情報社会学研究所 所長 
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黒川 清 政策研究大学院大学 名誉教授 

桑原 敬行 全国本田労働組合連合会 会長 

郡司 典好 全日産・一般業種労働組合連合会 会長 

神津 カンナ 作家・エッセイスト 

小飼 雅道 マツダ(株） 代表取締役会長 

小林 栄三 伊藤忠商事(株) 特別理事 

小林 敬一 （一社）日本電線工業会 会長 

小林 研一 （一社）生命保険協会 副会長 

菰田 正信 三井不動産(株） 代表取締役社長 

斎藤 保  （株）ＩＨＩ 代表取締役会長 

佐伯 勇人 四国生産性本部 会長 

四国電力(株) 取締役社長 

堺井 晴彦 協和発酵キリングループ労働組合連合会 会長 

坂田 幸治 東京電力労働組合 中央執行委員長 

坂本 達哉 日立製作所労働組合 中央執行委員長 

笹島 芳雄 明治学院大学 名誉教授 

佐和 隆光 京都大学 名誉教授 

澤田 秀雄 Ｈ．Ｉ．Ｓ．グループ 代表 

澤田 浩 日本製粉(株） 代表取締役会長 

塩澤 正徳 (公社)東京青年会議所 理事長 

志賀 俊之 日産自動車(株) 取締役 

島   大貴 航空連合 会長 

島田 晴雄 公立大学法人首都大学東京 理事長 

清水 春樹 (公財)国際労働財団 顧問 

清水 希茂 中国生産性本部 会長 

中国電力(株) 代表取締役社長執行役員 

新藤 宗幸 千葉大学 名誉教授 

杉山 武彦 (公財)高速道路調査会 理事長 

菅野 和夫 東京大学 名誉教授 

鈴木 弘治 (株）髙島屋 取締役会長 

鈴木 洋平 富士フイルム労働組合 中央執行委員長 

諏訪 康雄 法政大学 名誉教授 

清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団 理事長 

慶應義塾学事顧問 

髙島 英也 ビール酒造組合 会長代表理事 

髙橋 進 （一財）住宅生産振興財団 前会長 

髙本 学 （一社）日本電機工業会 専務理事 
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田河 慶太 健康保険組合連合会 理事 

田口 晶子 ＩＬＯ駐日事務所 駐日代表 

田倉 正司 印刷情報メディア産業労働組合連合会 中央執行委員長 

武田 建 味の素労働組合 中央執行委員長 

竹中 平蔵 東洋大学 教授 

慶應義塾大学 名誉教授 

田﨑 史郎 時事通信社 前特別解説委員 

田中 一穂 （株）日本政策金融公庫 代表取締役総裁 

田中 優次 （公財）九州生産性本部 会長 

西部ガス(株) 取締役相談役 

玉木 洋 （一社）福井県経営品質協議会 会長 

千葉 昭 四国電力(株) 取締役会長 

筒井 義信 日本生命保険（相） 代表取締役会長 

綱島 和彦 ＪＦＥスチール労働組合連合会 中央執行委員長 

鶴岡 光行 全トヨタ労働組合連合会 会長 

手代木 功 日本製薬団体連合会 会長 

寺本 義也 ハリウッド大学院大学 副学長・教授 

メイウシヤマ総合研究所 所長 

徳能 大介 全国銀行員組合連合会議 議長 

巴   政雄 東京急行電鉄（株） 代表取締役 副社長執行役員 

冨山 和彦 (株)経営共創基盤 代表取締役 ＣＥＯ 

豊田 正和 （一財）日本エネルギー経済研究所 理事長 

鳥越 茂 小田急商業労働組合連合会 会長 

中江 公人 (一社）全国労働金庫協会 理事長 

長澤 豊  全国農業協同組合連合会 経営管理委員会会長 

中西 輝政 京都大学大学院 名誉教授 

中村 邦晴 （一社）日本貿易会 会長 

中村 𠮷伸 住友重機械工業(株) 代表取締役会長 

中家 徹  全国農業協同組合中央会 会長 

永山 治 中外製薬（株） 代表取締役会長 

西尾 勝 地方公共団体情報システム機構 前理事長 

日覺 昭廣 東レ（株） 代表取締役社長 CEO 兼 COO 

野寺 康幸 (一社）全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 会長 

野中 郁次郎 一橋大学 名誉教授 

日本学士院 会員 

羽山 正孝 日本製紙連合会 理事長 

檜垣 次郎 関西電力労働組合 本部執行委員長 
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東原 敏昭 （一社）情報通信ネットワーク産業協会 会長 

久重 道正 全国マツダ労働組合連合会 会長 

広瀬 道明 （一社）日本ガス協会 会長 

振角 秀行 （一社）信託協会 専務理事 

部谷 俊雄 （一社）全国地方銀行協会 副会長 

本田 英一 日本生活協同組合連合会 代表理事会長 

正木 良剛 東急百貨店グループ労働組合 中央執行委員長 

増田 尚宏 日本原燃(株） 代表取締役社長 社長執行役員 

町田 久 群馬県生産性本部 会長 

(株)渋川製作所 代表取締役社長 

松井 鉄也 プリマハム（株） 代表取締役会長 

松岡 萬里野 全国消費者協会連合会 会長 

松岡 裕次 日本鉄道労働組合連合会（ＪＲ連合） 会長 

松下 功夫 ＪＸTG ホールディングス（株） 相談役 

松本 正義 （公社）関西経済連合会 会長 

住友電気工業(株) 取締役会長 

的埜 明世 日本水産（株) 代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者（CEO） 

水野 明久 中部電力（株) 代表取締役会長 

宮井 淳 損害保険労働組合連合会 中央執行委員長 

宮内 義彦 オリックス(株) シニア・チェアマン 

宮城 まり子 キャリア心理学研究所 代表 

室町 正志 （株）東芝 特別顧問 

森   邦雄 新潟県生産性本部 会長 

（学）新潟平成学院 副理事長 

森   昌弘 北海道生産性本部 会長 

北海道電力（株） 代表取締役副社長 副社長執行役員 

森谷 浩一 パイオニア(株) 代表取締役 兼 社長執行役員 

安井 義博 ブラザー工業(株) 相談役 

矢野 義博 （一社）日本自動車工業会 理事・事務局長 

山内 隆司 （一社）日本建設業連合会 会長 

山木 利満 （一社）日本民営鉄道協会 会長 

山口 浩一 全国交通運輸労働組合総連合 中央執行委員長 

山田 俊和 キリンビール労働組合 中央執行委員長 

山田 吉隆 埼玉県生産性本部 会長 

川口化学工業(株) 取締役社長 

山名 昌衛 コニカミノルタ（株） 取締役 代表執行役社長 

𠮷井 眞之 全日本金属産業労働組合協議会 顧問 

和田 孝雄 パーソルテンプスタッフ(株) 代表取締役社長 
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渡邉 健二 日本通運（株） 代表取締役会長 

渡辺 利夫 拓殖大学 学事顧問 

渡部 肇史 電源開発（株） 代表取締役社長 

渡辺 宏 （一社）日本化学工業協会 専務理事 
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公益財団法人　日本生産性本部

正 味 財 産 増 減 計 算 書　（予算） ２０１９年４月１日　から　２０２０年３月３１日まで
（単位：千円）

公1 公2 公３ 公４ 収１ 収２ 収３ 収４

合　計
社会労働

事業
経営支援

事業

国際交流･
海外技術
協力事業

組織広報
事業

公益共通
公益事業

計
経営革新

事業

社会情報
システム事

業

メディア開
発事業

経営診断・
指導事業

収益事業
計

法人会計

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 5,000 0 0 5,000

　　　②特定資産等運用益 45,000 0 0 45,000

　　　③受取会費 174,000 26,000 148,000 174,000 0

　　　④受取寄附金 200,000 200,000 200,000 0

　　　⑤事業収益 7,471,000 1,143,000 1,331,000 630,000 55,000 3,159,000 760,000 2,512,000 210,000 830,000 4,312,000

　　　⑥政府委託事業収益 170,000 80,000 90,000 170,000 0

　　　⑦受取補助金 300,000 300,000 300,000 0

　　　⑧雑収益 3,000 0 0 3,000

　経常収益計 8,368,000 1,423,000 1,657,000 720,000 55,000 148,000 4,003,000 760,000 2,512,000 210,000 830,000 4,312,000 53,000

　（２）経常費用

　　　①事業費

　　　　　給料手当等 2,465,000 657,000 689,000 349,000 170,000 1,865,000 202,000 195,000 61,000 142,000 600,000

　　　　　退職給付費用 176,000 49,000 51,000 20,000 11,000 131,000 14,000 13,000 6,000 12,000 45,000

　　　　　減価償却費 115,000 26,000 23,000 7,000 1,000 57,000 4,000 49,000 1,000 4,000 58,000

　　　　　事業費 6,289,000 1,679,000 1,227,000 584,000 85,000 335,000 3,910,000 290,000 1,358,000 137,000 594,000 2,379,000

　　　　事業費計 9,045,000 2,411,000 1,990,000 960,000 267,000 335,000 5,963,000 510,000 1,615,000 205,000 752,000 3,082,000

　　　②管理費

　　　　　給料手当等 53,000 0 0 53,000

　　　　　退職給付費用 6,000 0 0 6,000

　　　　　減価償却費 1,000 0 0 1,000

　　　　　管理費 29,000 0 0 29,000

　　　　管理費計 89,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,000

　経常費用計 9,134,000 2,411,000 1,990,000 960,000 267,000 335,000 5,963,000 510,000 1,615,000 205,000 752,000 3,082,000 89,000

　当期経常増減額 △ 766,000 △ 988,000 △ 333,000 △ 240,000 △ 212,000 △ 187,000 △ 1,960,000 250,000 897,000 5,000 78,000 1,230,000 △ 36,000

　当期一般正味財産増減額 △ 766,000 △ 988,000 △ 333,000 △ 240,000 △ 212,000 △ 187,000 △ 1,960,000 250,000 897,000 5,000 78,000 1,230,000 △ 36,000

　他会計振替額 0 615,000 615,000 △ 615,000 △ 615,000

　一般正味財産期首残高 12,530,254 281,318 △ 294,611 △ 26,543 △ 1,242,722 4,375,667 3,093,109 1,701,623 2,852,783 26,219 582,373 5,162,998 4,274,147

　一般正味財産期末残高 11,764,254 △ 706,682 △ 627,611 △ 266,543 △ 1,454,722 4,803,667 1,748,109 1,951,623 3,134,783 31,219 660,373 5,777,998 4,238,147

Ⅱ　正味財産期末残高 11,764,254 △ 706,682 △ 627,611 △ 266,543 △ 1,454,722 4,803,667 1,748,109 1,951,623 3,134,783 31,219 660,373 5,777,998 4,238,147

（経常費用比率） 100.00% 26.40% 21.79% 10.51% 2.92% 3.67% 65.28% 5.58% 17.68% 2.24% 8.23% 33.74% 0.97%

科　　　　　　目
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