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平成 26 年度収支計算書 
（平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで） 

 

 

 

 

 

 

収入の部 （単位:千円）

一般会計 特別会計 特別会計 一般会計 特別会計 特別会計 一般会計 特別会計 特別会計

合計 （認定講座） （展示会） 合計 （認定講座） （展示会） 合計 （認定講座） （展示会）

1. 会費（含入会金） 38,597 38,597 41,713 41,713 +3,116 +3,116

2. 事業収入 31,040 1,205 1,435 28,400 32,942 1,728 390 30,824 +1,902 +523 -1,045 +2,424

普及･啓発 850 850 958 958 +108 +108

評価用音源 355 355 770 770 +415 +415

人材の育成 1,435 1,435 390 390 -1,045 +0 -1,045

展示会（音展） 28,400 28,400 30,824 30,824 +2,424 +0 +2,424

3. その他収入 900 900 1,379 1,379 +479 +479

4. 商標権等売却収入 966 966 +966 +966

5 当期収入計（1～4） 70,537 40,702 1,435 28,400 77,000 45,786 390 30,824 +6,463 +5,084 -1,045 +2,424

（注記） (1) 法人会員　正：36社、7団体、賛助22社、個人会員　一般：227名、シニア：100名、会友：44名　　合計371名　（平成27年3月31日現在)

(2) 音の日会費、音の日行事分担金

(3) デジタルホームシアターセミナー受講料・教本収入

(4) サラウンドHP協力金(JEITA)他

(5) ハイレゾロゴに係る商標デザイン料・登録料等ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱譲渡収入

支出の部

    平成26年度支出実績

一般会計 特別会計 特別会計 一般会計 特別会計 特別会計 一般会計 特別会計 特別会計

合計 （認定講座） （展示会） 合計 （認定講座） （展示会） 合計 （認定講座） （展示会）

1. 事業支出 36,637 6,965 1,332 28,340 39,057 6,828 530 31,699 +2,420 -137 -802 +3,359
調査･研究

普及・啓発 4,000 4,000 3,174 3,174 -826 -826

基準の作成（音源） 215 215 573 573 +358 +358

情報の収集・提供 1,850 1,850 2,181 2,181 +331 +331

28,340 28,340 31,699 31,699 +3,359 +0 +3,359

人材の育成 1,332 1,332 530 530 -802 +0 -802

対外交流 900 900 900 900 +0 +0

2. 管理費 1,700 1,700 2,103 2,103 +403 +403

3. 事業管理費 31,885 31,885 34,563 34,563 +2,678 +2,678

4. 商標権支出 540 540 +540 +540

5 当期支出計（1～4） 70,222 40,550 1,332 28,340 76,263 44,034 530 31,699 +6,041 +3,484 -802 +3,359

収支バランス

6. 当期収支差額 +315 +152 +103 +60 +737 +1,752 -140 -875 +422 +1,600 -243 -935

7. 前期収支差額 +6,843 +27,180 -2,855 -17,482 +6,843 +27,180 -2,855 -17,482

8. 次期繰越収支差額 +7,158 +27,332 -2,752 -17,422 +7,580 +28,932 -2,995 -18,357

（注記） (1) 音の日行事、音のサロン、DHT委員会、活動費用

(2) オーディオシステム評価用ディスク制作、仕入代金等

(3) JASジャーナル、JASホームページ運用費、ホームシアターサウンドWeb運用費等

(4) 音展(オーディオ・ホームシアター展）

(5) デジタルホームシアターセミナー資格認定講座

(6) 他団体への協力金（日本プロ音楽録音賞運営委員会、デジタルコンテンツ協会、モバイルオーディオ推進協議会、インテリア産業協会）

(7) 協会一般事業の管理経費 (含む総会)

(8) 一般会計事業に伴う固定的経費

(9) ハイレゾロゴ商標権支出

平成27年6月4日

平成26年度　収支計算書 
（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

（平成27年3月）  

展示会の開催（音展）
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