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広報活動

企業 /団体との主な取り組み：ごく一部を紹介します

主なメディア露出

テ レ ビ

４月　�NHKワールド、NHKBS１「Side�by�Side」� �

ミャンマー・活動の特集

５月　�読売テレビ「グッと！地球便」� �

ラオス・看護師平山亮子出演

NHK 岡山、瀬戸内海放送、西日本放送、OHK 岡山放送、

NiB 長崎国際テレビ　他

新　　聞

産経新聞、毎日新聞、沖縄タイムス（年間連載）、山陽新聞、

佐賀新聞　他

Topics

大山健康財団 /大山激励賞受賞

ミャンマーで10年

活動を続ける、看護

師・河野朋子の医療

協力、緊急救援活

動、看護師育成等の

活動が高く評価さ

れ、表彰を受けまし

た。
ミャンマーで結婚をし、一児の母となった河
野朋子。なお一層の医療貢献を約束した。

愛知県教員組合

毎年ミャンマーの養育施設 Dream Train へ
教育に関する指定寄付をいただき、課外授
業を兼ね、児童全員で１泊２日の遠足に行
くことができました。

株式会社エモテント

2013年より法人会員、さらに継続的なご寄
付で団体の活動をご支援いただいていま
す。今期は特にジャパンハート医療セン
ター建設と運営をご支援いただきました。

国際ロータリー第2750地区

水野ガバナーのご尽力により記念講演の機
会を頂き、日本最大の会員数の地区大会に
て、約2,500人の方々に向け、団体の認知
度を高めるための広報協力をしていただい
ています。

ジョンソン・エンド・ジョンソン
社会貢献委員会

小児がんの子どもを応援する「すまいるス
マイルプロジェクト」にご賛同いただき、協
働でのイベントやファンドレイジングの実施
など、多方面からご協力いただきました。

新日本製薬 株式会社

団体の活動にご賛同いただき、2010年より
途上国・東日本大震災被災地での医療活 
動、難病の子どもの来日治療などのご支援
をいただいています。

ソフトバンク株式会社

携帯電話の利用料金の支払いと一緒に継続
的な寄付ができる「かざして募金」のサー
ビスをご提供いただき、より簡単に支援へ
の参加が可能になりました。

長崎県病院企業団

長崎県離島へのさらなる医療人材支援の充
実を図り、2013年、企業団とパートナーシッ
プ協定締結。ラオスの難病の患児チャンペ
ンの受け入れにもご協力いただきました。

トーイツ株式会社

ジャパンハート医療センターをファウンダーと
してご支援くださると共に、自社製品の分娩
監視装置を３台ご寄付いただき、現地での安
全な分娩のため活用させていただいています。

タヒボジャパン

タヒボを使用した自社製品のご提供をはじ
め、災害救援時にも特別支援をいただくな
ど、団体設立当初から、10年にわたりご支
援いただいています。

※50音順
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会計報告

2015年度　活動計算書 2015年度　貸借対照表
2015年4月1日から2016年3月31日まで� （単位：円）

科目 決算額 前年度決算額
Ⅰ　経常収益
１　受取会費 17,234,000 15,786,000
２　受取寄附金 *173,315,066 121,860,666
３　受取助成金等 6,250,400 10,667,078
４　事業収益 49,173,166 48,857,535
５　その他収益 1,090,432 16,901,247
経常収益計 247,063,064 214,072,526

Ⅱ　経常費用
１　事業費
（1）人件費 77,610,451 76,189,869
（2）その他経費 127,692,678 114,322,391

旅費交通費 22,610,332 24,685,625
医療支援・医療器具・備品費 18,998,221 16,335,179
学業・子ども支援費 15,616,125 14,605,432
地代・家賃 7,839,560 7,154,294
減価償却費 6,395,081 5,002,111
消耗品費 4,140,984 4,997,170
車両費 3,002,051 3,883,968
寄附金支出（宮城県他） 24,467,860 3,993,562
その他活動に係る経費 24,622,464 33,665,050

事業費計 205,303,129 190,512,260
２　管理費
（1）人件費 12,797,941 13,103,620
（2）その他経費 9,258,494 8,660,012
管理費計 22,056,435 21,763,632

経常費用計 227,359,564 212,275,892
当期経常増減額 19,703,500 1,796,634

Ⅲ　経常外収益
固定資産売却益（海外土地建物） 1,160,161 1,061,723

経常外収益計 1,160,161 1,061,723
Ⅳ　経常外費用

固定資産売却除却損（石巻のクリニックの解体費等） - 21,023,932
雑損失 45,882 -
控除対象外消費税等 1,355,801 -

経常外費用計 1,401,683 21,023,932
税引前当期正味財産増減額 19,461,978 ▲�18,165,575
法人税、住民税及び事業税 70,000 71,068
当期正味財産増減額 19,391,978 ▲�18,236,643
前期繰越正味財産額 249,231,407 267,468,050
次期繰越正味財産額 268,623,385 249,231,407

2016年3月31日現在� （単位：円）

科目 決算額
Ⅰ　資産の部
１　流動資産

現金預金 121,575,932
棚卸資産 1,331,074
前払費用 14,924,145
その他 3,808,064

流動資産合計 141,639,215
２　固定資産

土　地 73,712,707
建　物 7,672,548
工具器具備品 4,615,854
建物仮勘定 37,750,037
ミャンマー土地賃借権 20,230,888
ソフトウェア 148,400
敷金 741,502
その他 275,490

固定資産合計 145,147,426
資産合計 286,786,641

Ⅱ　負債の部
１　流動負債

前受金 11,150,000
仮受金 4,326,952
未払金 1,548,704
その他 1,137,600

流動負債合計 18,163,256
負債合計 18,163,256

Ⅲ　正味財産の部
前期繰越正味財産額 249,231,407
当期正味財産増減額 19,391,978
正味財産合計 268,623,385
負債及び正味財産合計 286,786,641

*�受取寄附金が大幅に増えたのはカンボジア病院建設
に係る寄附によるため

*�当期より消費税課税事業者となり、計上額が国内分
については税抜金額となっている

受取寄附金
70.2%

受取助成金等
2.5%

その他収益　0.4% 受取会費
7.0%

事業収益
19.9%

ミャンマー事業
31.4%

管理費
9.7%

カンボジア事業
15.3%

ラオス事業
8.3%

国際緊急救援事業
3.1%

人材育成 (研修 )事業
6.7%

東日本大震災支援事業
12.9%

すまいるスマイル事業
0.4%

その他事業費　7.9%

事業推進/広報事業　3.4%
その他国内事業　0.9%

収入内訳 支出内訳（国別、事業別）
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