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Ⅰ. 法人の状況に関する重要な事項（事業の経過及びその成果） 

 

1. 認知度把握調査事業 

1-1. COPD 認知度把握調査 （付属資料 1～3） 

概  要：健康日本 21（第二次）の指標として取り上げられた GOLD 日本委員会の調査と同じ 

方法論で認知度の推移を調べた。 

実施時期：2019 年 12 月 2 日～4 日 

内  容：全国 10,000 人の成人男女を対象としたインターネット調査 

結  果：2019 年 12 月の COPD 認知度は 27.8％ 

プレスリリース配信状況：株式会社バリュープレスが運営する配信サービスサイト「valuepress」 

（https://www.value-press.com）を通じて配信 

配信日時：2019 年 12 月 26 日 15：00 

ジャンル：医療・健康  カテゴリー：研究・調査報告 

配信総数：639  アクセス数：122  記者閲覧数：61  掲載媒体数：43  SNS 投稿数：6 

 

2. 啓発事業 

2-1. ホームページによる情報発信 

概  要：年間通じてホームページ（www.gold-jac.jp）で COPD の疾患情報、統計情報等の発信、 

また各地で行われるイベント情報の発信を行った。 

イベント情報の発信を充実させるため、イベント登録を促進した。 

結  果：2019 年度アクセス数（2020 年 3 月 31 日現在） 

     アクセス数：310,135 PV  ユニークユーザー数*：182,038 UU 

     *月次ユニークユーザー数の累計。月ごとで重複あり 

 

2-2-1. 日本 COPD サミット WEB セミナーの開催 （付属資料 4 参照） 

実施概要：世界 COPD デー前後に開催していた「日本 COPD サミット」を WEB セミナーとして  

インターネットで全国配信。視聴場所を限定せずに情報を提供できるメリットを生かし、

多くの方に COPD について知っていただく機会とした。 

     プログラムは事前収録して 60 分番組としてまとめ、世界 COPD デーに 2 回配信。希望者

の中から抽選で 20 名の方にピンバッジをプレゼントした。 

主  催：一般社団法人 GOLD 日本委員会、一般社団法人日本呼吸器学会、 

公益財団法人日本呼吸器財団 

日  時：2019 年 11 月 20 日（水） 〔1 回目〕14：00～15：00〔2 回目〕20：00～21：00 



プログラム： 

開会の辞 長瀬 隆英 先生（一般社団法人 GOLD 日本委員会 代表理事） 

講演 1「肺の生活習慣病 COPD ～正しい知識で予防と治療に向き合いましょう～」 

演者：黒澤 一 先生（一般社団法人日本呼吸器学会 COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と 

治療のためのガイドライン第 5 版作成委員長） 

講演 2「禁煙推進と受動喫煙防止に向けた法整備 ～加熱式タバコの問題点～」 

演者：村松 弘康 先生（中央内科クリニック院長/日本禁煙学会理事） 

閉会の辞 福地 義之助 先生（一般社団法人 GOLD 日本委員会 名誉会長） 

対  象：自治体、医療関係者、一般 

告  知：〔開催案内チラシの配布〕 

     ・配布日 2019 日年 10 月 1 日（火） 

     ・配布先 全国自治体（1963 件）、保健所（470 件）、会員他関係者（52 件） 

     〔ランディングページでの案内〕 

     ・視聴登録への誘導および COPD についての啓発 

     〔新聞広告〕 

     ・掲載日 2019 年 11 月 10 日（日） 

     ・媒 体 朝日新聞 朝刊（全国版）全 5 段 

参加者数：246 名（視聴申込数 425 名、視聴率 57％） 

 

【収支報告】 

収入の部 （単位：円、税込み） 

費 用 項 目 金 額 備 考 

主催負担開催費 3,200,000 

GOLD 日本委員会 140 万円 

日本呼吸器学会   140 万円 

日本呼吸器財団    40 万円 

合   計 3,200,000  

 

支出の部 （単位：円、税込み） 

費 用 項 目 金 額 備 考 

動画コンテンツ作成・配信費用 2,101,000  

ランディングページ作成・管理費 275,000  

講師謝礼・交通費 268,192  

チラシ・ポスター印刷・発送費 423,808  

事務局費 132,000  

合   計 3,200,000  

 

 



2-2-2. 特別事業：世界 COPD デー特別企画 （付属資料 4 参照） 

概   要：世界 COPD デーのタイミングに合わせて、各メディア、自治体、医療関係者、一般市民

への情報発信を高め、認知度向上を目指す。併せて、2019 年度日本 COPD サミット WEB

セミナー開催について告知を行い、集客を支援した。 

媒   体：朝日新聞 全国版 朝刊（啓発・告知広告）スポーツ面 白黒 全 5 段 

掲載エリア：全国（東京・大阪・西部・名古屋・北海道） 部数：約 600 万部 

掲 載 日：2019 年 11 月 10 日（日） 

協 力 企 業：アストラゼネカ株式会社、グラクソ・スミスクライン株式会社、 

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、ノバルティス ファーマ株式会社 

 

【収支報告】 

収入の部 （単位：円、税込み） 

費 用 項 目 金 額 備 考 

朝日新聞 告知広告 掲載費/制作費 

およびチラシ制作費 
4,400,000 協力企業 4 社より各 110 万円 

合   計 4,400,000  

 

支出の部 （単位：円、税込み） 

費 用 項 目 金 額 備 考 

告知広告掲載費 朝日新聞 朝刊 全国版 3,670,150 DS チェッカー費含む 

企画費（実施コーディネート費） 179,850  

制作費（広告・チラシデザイン） 550,000  

合   計 4,400,000  

 

 

3. 啓発支援事業 

3-1. GOLD 日本委員会オリジナル啓発資材等の案内・提供 

概  要：啓発活動のノウハウや GOLD 日本委員会オリジナル啓発資材等の案内・提供 

実施時期：2019 年度 

内  容：①啓発ツールの作成および提供： 

      啓発資材を希望する自治体や団体等に、ホームページ上で啓発活動の登録を行うことを

条件に、以下の啓発資材を提供した。 

     ②啓発活動の登録数：26 件 

啓発資材を希望する自治体には、ホームページ上で啓発活動の登録を行うことを条件に 

以下の啓発資材を提供した。自治体以外にも医療機関、健康保険組合、患者団体などに 

限り資材提供した。 



〔有償で提供した啓発ツール〕 

 提供方法：ホームページでイベント・プラン登録後に変遷する啓発ツール申し込みフォームから  

注文を受け付け、宅配便等で発送 

 申込件数：5 件 

提供資材 
2019 年度 

作成数 
実費 送料 

2019 年度 

提供数 

小冊子「肺の病気 

COPD ってなんだ 

ろう」 

0 部 10 円 / 冊 実費 550 冊 

GOLD リボン 

ピンバッジ 
5,000 個 100 円 / 個 実費 110 個 

GOLD リボン 

応援ステッカー 

法人設立前に 

作成 

5 シートまで 

無償 
実費 10 シート 

COPD 集団 

スクリーニング 

質問票（COPD-PS） 

ディスカバリー 

COPD 研究会 

からの支給 

無償 実費 25 冊 

 

〔無償提供した啓発ツール〕 

 提供方法：イベント・プラン登録者に自動配信メールでダウンロードページを案内 

提供資材 仕様 

世界 COPD デー ポスター PDF データ 2 種 

勉強会用パワーポイント Microsoft PowerPoint データ 

ポスター・チラシ テンプレート Microsoft Word データ各 2 種 

肺年齢チェック体験説明書（検査質問票） PDF データ 

COPD 集団スクリーニング質問票（COPD-PS） PDF データ 

 

〔有償啓発ツール提供先〕 

団 体 名 小冊子 ﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ ｽﾃｯｶｰ COPD-PS 

苫小牧保健所 200 0 0 0 

チェスト株式会社 札幌営業所 150 0 0 0 

山形大学医学部内科学第一講座 0 60 0 0 

鹿教湯病院 地域医療連携課 100 30 5 5 

スリーケアー 100 20 5 20 

合 計（5 件） 550 110 10 25 

 

〔啓発ツール在庫数〕 小冊子：143 冊 ピンバッジ：3,495 個 ステッカー：0 COPD-PS：0 

〔啓発活動の登録数〕 2019 年度に登録されたイベント数 26 件 

 

 



●年度別啓発活動登録数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔2019 年度の啓発活動登録一覧〕 

実施日 イベントタイトル 都道府県 実施団体 

5/13～6/6 世界禁煙デー・禁煙週間パネル展 北海道 苫小牧保健所 

5/15 測ってみよう肺年齢 ~肺の健康診断~ 神奈川県 ㈱古河ﾃｸﾉﾏﾃﾘｱﾙ 

7/16 山梨県臨床内科医会共催学術講演会 山梨県 山梨県臨床内科医会 

9/5 福岡看護大学公開講座「今から始める肺炎と慢性閉塞性

肺疾患の予防」 
福岡県 学校法人福岡学園 

9/17 結核&COPD 予防普及啓発キャンペーン 北海道 北海道結核予防会 

9/25 無料肺年齢測定(COPD 予防普及啓発活動)「結核予防パ

ネル展」のお知らせ 
北海道 北海道結核予防会 

9/28 無料肺年齢測定(COPD 予防普及啓発活動) 「忙しいあ

なたのために ヘルス&ウェルネスコーナーin イオンモ

ール札幌苗穂」のお知らせ 

北海道 北海道結核予防会 

10/5 無料肺年齢測定(COPD 予防普及啓発活動) 「石狩いき

いきフェスタ 2019」のお知らせ 
北海道 北海道結核予防会 

10/9 無料肺年齢測定(COPD 予防普及啓発活動) 「あつべつ 

健康・福祉フェスタ プレ・フェスタ」のお知らせ 
北海道 北海道結核予防会 

10/12 無料肺年齢測定(COPD 予防普及啓発活動) 「ぽっぴぃ

フェスティバル」の お知らせ 
北海道 北海道結核予防会 

10/19 やまがた呼吸器塾 山形県 山形大学医学部内科学 

第一講座 

10/19 第 4 回 COPD 啓発市民講座 長野県 JA 長野厚生連鹿教湯三才

山ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

10/20 無料肺年齢測定(COPD 予防普及啓発キャンペーン)&札

幌市肺がん検診 「ひがしく健康・スポーツまつり 2019」

のお知らせ 

北海道 北海道結核予防会 
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実施日 イベントタイトル 都道府県 実施団体 

10/29 無料肺年齢測定(COPD 予防普及啓発活動) 「来て・診

て・創ろう 元気なまち in 屯田 2019」~あなたの健康 そ

の場でチェック!~ の お知らせ 

北海道 北海道結核予防会 

11/1 世界 COPD デー COPD 啓発イベント 東京都 ボンズシップ訪問看護リ

ハビリテーション 

11/1～30 COPD 啓発活動 神奈川県 藤沢市保健所健康増進課 

11/1～30 ポスター、のぼり、ピンバッチによる普及啓発活動 福岡県 医療法人清和会長田病院 

11/3 無料肺年齢測定(COPD 予防普及啓発活動) 八雲町「第

15 回 全町一日健康の集い」のお知らせ 
北海道 北海道結核予防会 

11/9 無料肺年齢測定(COPD 予防普及啓発活動) 「白石すこ

やかフェスタ 2019」 ～今日からみんなでイキイキ生活

～ のお知らせ 

北海道 北海道結核予防会 

11/14 世界糖尿病デー・世界 COPD デーダブルキャンペーン 鳥取県 鳥取市立病院 

11/16 いっしょに禁煙しませんか 神奈川県 済生会神奈川県病院 

11/19-20 COPD 啓発ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ～観覧車を GOLD にﾗｲﾄｱｯﾌﾟ～ 静岡県 富士市役所 保健医療課 

11/22 COPD 講演会 愛知県 愛知県保健医療局 

11/22 COPD 啓発イベント -COPD スクリーニング&肺機能検

査体験- 
埼玉県 医療法人慈公会 公平病

院 

11/30 地域健康フォーラム in 日立 茨城県 日立市保健福祉部健康づ

くり推進課 

12/15 COPD 当事者体験談 大阪府 スリーケアー 

 

 

3-2. 自治体他の啓発活動支援 

3-2-1. 港区 COPD 講演会の後援および講師派遣 

概  要：みなと保健所が主催する一般向け啓発イベントを後援し、協力した。 

実施時期：令和元年 12 月 17 日（火）13：30～15：30 

会  場：港区男女平等参画センター 学習室 C （みなとパーク芝浦内） 

タイトル：あなたの肺、元気ですか？ 知らないとコワイ！COPD の基本 

講  師：瀬山 邦明 先生（GOLD 日本委員会 理事 / 順天堂大学） 

 

 

4. その他の活動報告 

4-1. 会員募集および管理業務 

2019 年度の会員数は以下のとおり。 

 ・賛助会員（ゴールド会員）：6 企業 

 ・賛助会員（シルバー会員）：3 企業 

 ・賛助会員（ブロンズ会員）：2 企業 

 ・正会員：39 名・団体 

 

 



4-2. 後援名義等の使用承認 

2019 年度に以下の 2 件の後援名義使用承認を行った。 

許可 

番号 

後援/ 

共催 
申請者 事業名 承認日 

承認の 

条件 
開催日 

0027 後援 岐阜県医師会 

令和元年度岐阜県医師会県民公開講座 

「教えて！COPD～ガンだけじゃない！

タバコでおこるコワーイ肺の病気～」 

2019.9.13 
特に 

なし 
2020.2.24 

0028 後援 
港区みなと保健

所 健康推進課 

健康講座「あなたの肺、元気ですか？知ら

ないとコワイ！COPD の基本」 
2019.12.3 

特に 

なし 
2019.12.17 

 

 

 

4-3. Twitter による情報発信開始 

WEB セミナーの開催にあたり、開催案内も兼ねて 

情報発信の場として Twitter アカウントを作成し、 

COPD の基本情報のツイートを開始した。 

 

Twitter ID：@jac_gold（https://twitter.com/jac_gold） 

2019 年 10 月 28 日より利用開始。 

基本ツイートは bot を使用して自動ツイートし、 

たまにイベント情報や、有益な情報と思われる内容を 

手動でリツートなどしている。 

 

ツイート内容は、ホームページに掲載の内容やガイド 

ラインからのピックアップ、COPD に関する動画紹介 

などを発信している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ. 業務適正を確保するための体制の整備についての決議の内容の概要 

 

1. 役員等に関する事項 

役職 氏名 
常勤/ 

非常勤 
就任年月日 報酬 担当職務 現職名 

理事 福地 義之助 非常勤 2012.10.09 無 名誉会長 順天堂大学名誉教授 

理事 長瀬 隆英 非常勤 2012.10.09 無 代表理事 東京大学大学院医学系研究科呼吸器内科学 教授 

理事 一ノ瀬 正和 非常勤 2012.10.09 無  東北大学大学院医学系研究科呼吸器内科学分野 教授 

理事 今村 聡 非常勤 2014.6.27 無  公益社団法人日本医師会 副会長 

理事 植木 純 非常勤 2012.10.09 無 事務局長 順天堂大学医療看護学部 学部長 

理事 木田 厚瑞 非常勤 2012.10.09 無  
呼吸ケアクリニック東京 臨床呼吸器疾患研究所 

統括責任者 

理事 木村 弘 非常勤 2016.06.21 無  
日本医科大学大学院医学研究科 肺循環・呼吸不全先端医

療学寄附講座 教授 日本医科大学付属病院呼吸器内科  

理事 瀬山 邦明 非常勤 2012.10.09 無 
業務執行

理事 
順天堂大学医学部呼吸器内科 准教授 

理事 永井 厚志 非常勤 2012.10.09 無  東京女子医科大学 名誉教授 

理事 西村 正治 非常勤 2012.10.09 無  北海道呼吸器疾患研究所 理事長 

理事 橋本 修 非常勤 2016.06.21 無  日本大学名誉教授 

理事 長谷川 好規 非常勤 2018.06.25 無  
独立行政法人 国立病院機構 理事 

名古屋医療センター 院長 

理事 平井 豊博 非常勤 2019.06.24 無  京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 教授 

理事 三嶋 理晃 非常勤 2012.10.09 無  社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会野江病院 病院長 

監事 工藤 翔二 非常勤 2012.10.09 無  公益財団法人結核予防会 理事長 

 

 

2. 事務局業務に関する事項 

会計事務を含む事務局業務を外部業者である株式会社アース・ワン・オフィスに委託した。 

委託先：〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-12-8・8F 

    株式会社アース・ワン・オフィス 

    TEL：03-5360-4334 FAX：03-5360-4336 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 会議等に関する事項 

会議名 

開催年月日 
議事事項 

第 1 回通常理事会 

2019.5.31 

 

【メール審議】 

第 1 号議案 2018 年度 事業報告書および決算報告書承認の件 

第 2 号議案 2019 年度 事業計画書および収支予算案承認の件 

第 3 号議案 新規正会員入会者承認の件 

 入会申請者名：平井 豊博 先生 京都大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 教授 

 

上記審議内容について、役員全員により承認された。 

本件は、2019 年 6 月 10 日を議決された。 

 

定時社員総会 

2019.6.24 

 

 

 

 

 

【報告事項】 

1. 2018 年度事業報告及び決算書類報告 

事務局から 2018 年度事業報告書が説明された。関連して 2017 年度決算に伴う計算書類の説明がな

された。工藤監事から監査報告書に記載したとおり特段あらたに指摘すべき事項はないとの旨報告

があった。 

（補足事項） 

正味財産増減計算書の経常費用①啓発支援事業費について、この費用は啓発資材管理発送費と会員

向け等無料配布した啓発資材を経費計上した金額であることをここに記す。 

2. 2019 年度事業計画及び収支予算報告 

①議長の指名により、事務局から先般の理事会で承認された 2019 年度事業計画及び収支予算の説明

がなされた。 

・COPD 認知度把握調査、ホームページによる情報発信は引き続き継続。 

・日本 COPD サミットの開催は WEB セミナーでの開催を企画している。 

・関連学会へのブース出展は経費削減のため見合わせる。 

・啓発資材等の案内・提供は引き続き継続。 

・調査研究事業について今年度は計画なし。 

・AC ジャパン支援キャンペーン申請について代表理事より今までのような主体としての申請は行わ

ないこととする説明があった。 

【決議事項】 

第 1 号議案 理事 1 名選任に関する件 

議長は、新たに理事 1 名を選任したい旨を述べ、下記の者を指名し、その可否を議場に諮ったとこ

ろ、出席社員全員の拍手により全員意義なく、満場一致をもって承認可決された。 

      理事  平井 豊博 

 

第 2 回通常理事会 

2019.6.24 

 

 

 

 

 

 

 

【審議事項】 

第１号議案 新規正会員入会申込者承認の件 

  議長の指名により、事務局から配布資料に基づき、新規正会員入会申込者について説明があった。 

議長が入会について賛否を諮ったところ、満場一致をもって承認された。 

【報告事項】 

事業進捗状況について 

 議長より、賛助会員のアステラス製薬、マイラン EPD 合同会社の退会について説明があった。 

また新規先として小野薬品やエア・ウォーター・メディカルなどを検討している旨報告された。 

【検討事項】 

1. COPD 認知度把握調査内容の検討 

昨年の質問内容について問題がある部分があることが説明された。Q1 で COPD という病気を 

よく知っている、聞いたことがあると回答した数と Q2 で COPD を選んだ数に乖離があり矛盾し

ていた。故に、1 次調査 Q2 の選択肢で「COPD」を削除することで賛否を諮ったところ、満場一

致をもって承認された。 

2. 日本 COPD サミットプログラム内容の検討 

 議長より配布資料に基づいて企画案が説明され、講師について原案通り承認された。見せ方につい

ては更に検討を重ねることとした。 

 

 

 



第 3 回通常理事会 

2020.3.23 

 

 

【メール審議】 

第 1 号議案 2019 年度 事業報告書および収支計算報告（見込み）の件 

第 2 号議案 事業計画書および収支予算案の件 

第 3 号議案 その他 新規ご提案の件 

タイアップ広告の出稿について 

 

上記審議内容について、役員全員により承認された。 

ただし、新規提案については下記コメントがあった。 

・日刊スポーツ（朝日新聞系？）とのコラボについては、慎重に審議したほうがよいと思われます。 

 

本件は、2020 年 4 月 1 日を議決された。 

 

 



平成３1年（令和元年）度決算報告書

一般社団法人 ＧＯＬＤ日本委員会

自　平成３1年４月　１日

至　令和  2年３月３１日
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（単位：円）

科           目 金       額 科          目 金       額

（資産の部） （負債の部）

流動資産 流動負債

  買掛金 252,700

  現金預金 2,207,946   未払金

　未収入金 100,000   未払法人税等 70,000

  貯蔵品 364,443

負債合計 322,700

（正味財産の部）

  一般正味財産 2,349,689

  正味財産合計 2,349,689

資産合計 2,672,389 負債・正味財産合計 2,672,389

貸  借  対  照  表
（令和２年３月３１日現在）

（1）



（単位：円）

当年度 前年度 増　減

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1 計上増減の部

(1) 経常収益

① 受取会費

特別賛助会費 0 0 0

賛助会費 7,300,000 7,900,000 -600,000

一般会費 74,000 64,000 10,000

② 事業活動収入

特別企画収入 4,400,000 4,320,000 80,000

共催負担金 1,800,000 1,510,000 290,000

寄付金 0 480,000 -480,000

物品販売収入 19,332 123,820 -104,488

③ 雑収益

受取利息 24 27 -3

経常収益計 13,593,356 14,397,847 -804,491

(2) 経常費用

① 事業費

特別企画費用 3,978,150 4,320,000 -341,850

イベント運営費 3,098,065 3,000,000 98,065

関連学会ブース出展費 0 129,600 -129,600

啓発支援事業費 466,366 495,543 -29,177

調査費用 368,500 329,400 39,100

ホームページシステム改修費 12,960 142,550 -129,590

旅費交通費 0 0 0

物品販売等事業費 19,336 129,652 -110,316

調査研究費 0 213,935 -213,935

② 管理費

運営費 2,092,800 2,980,800 -888,000

通信費 4,787 36,560 -31,773

旅費交通費 188,120 842,717 -654,597

会議費 171,739 363,127 -191,388

会計決算費用 216,000 352,080 -136,080

法人登記費用 65,050 182,470 -117,420

法人税等 70,000 69,900 100

支払手数料 33,636 40,150 -6,514

雑費 16,500 44,550 -28,050

経常費用計 10,802,009 13,673,034 -2,871,025

当期経常増減額 2,791,347 724,813 2,066,534

当期一般正味財産増減額 2,791,347 724,813 2,066,534

一般正味財産期首残高 -441,658 -1,166,471 724,813

一般正味財産期末残高 2,349,689 -441,658 2,791,347

正味財産増減計算書
平成３1年４月１日から令和２年３月３１日まで

科　　　目

（2）



(1) 重要な会計方針

① 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込処理を採用しています

(2) 関連当事者との取引内容

該当事項なし

財務諸表に対する注記

（3）



（単位：円）

金　　額

（流動資産）

現金 手許保管 0

預金 普通預金

　三井住友銀行　神保町支店 運転資金として 2,123,090

当座預金

　ゆうちょ銀行 ０一九店 運転資金として 84,856

2,207,946

未収入金 ㈱フクダ産業 賛助会費 100,000

貯蔵品 １０３．６８円／個×３，４９５個 ＧＯＬＤピンバッチ 362,362

貯蔵品 １４．５５３円／冊×１４３冊 「COPDってなんだろう」小冊子 2,081

364,443

流動資産合計 2,672,389

　　資産合計 2,672,389

（流動負債）

買掛金 事業費・管理費費用の掛金額 252,700

未払金 管理費に係る費用の未払い 0

252,700

未払法人税等 70,000

流動負債合計 322,700

　　負債合計 322,700

　　正味財産合計 2,349,689

東京都　法人都民税均等割他

買掛未払合計

貸借対照表科目

財　　産　　目　　録
令和２年３月３１日現在

場所・物量等 使用目的等

預金合計

貯蔵品合計

（4）



第8期　一般会計 2020年3月31日　（単位：円）

予算額（A） 決算額（B） 差額（B-A） 備　　考

【収入の部】

プラチナ会員 0 0

ゴールド会員 6,000,000 6,000,000 0 6社×100万円

シルバー会員 1,000,000 1,000,000 0 2社×50万円

ブロンズ会員 300,000 200,000 -100,000 2社×10万円

年会費 正会員 94,000 74,000 -20,000

寄付金 日本COPDサミット 480,000 0 -480,000

共催負担金 日本COPDサミット 1,710,000 1,800,000 90,000 JRS, JRF

特別企画収入 4,000,000 4,400,000 400,000

事業活動収入 啓発ツール代金 100,000 19,332 -80,668

受取利息 銀行口座 27 24 -3

《収入合計》 ① 13,684,027 13,493,356 -190,671

【支出の部】

〔運営費〕 事務局委託費 2,092,800 2,092,800 0 4月-9月＠172,800　10月～＠176,000

会計・決算費用 216,000 216,000 0 会計費用

会議費 250,000 171,739 -78,261 理事会3回、定時総会1回

旅費交通費 800,000 188,120 -611,880

通信費 30,000 4,787 -25,213

口座手数料 40,000 33,636 -6,364 振込手数料、EBｻｰﾋﾞｽ手数料

法人税 69,900 69,900 0

雑　費（交際費） 0 16,500 16,500 生花

法人登記費用 100,000 65,050 -34,950 役員変更手続き

運営費合計 3,598,700 2,858,532 -740,168

〔事業活動費〕 認知度調査 329,400 368,500 39,100 プレスリリース費含む

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ 0 12,960 12,960 サーバー更新料

COPDｻﾐｯﾄ 7,500,000 7,073,216 -426,784 運営3,098,065円、広告費3,978,150円

関連学会ﾌﾞｰｽ出展 0 0 0

事業活動費合計 7,829,400 7,454,676 -374,724

〔啓発支援費〕 啓発資材管理発送 290,000 264,220 -25,780

ピンバッジ製作費 520,000 518,400 -1,600 5,000個

小冊子増刷 324,000 0 -324,000

啓発支援費合計 1,134,000 782,620 -351,380

〔調査研究費〕 疫学研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 0 0 0

調査研究費合計 0 0 0

《支出合計》 ② 12,562,100 11,095,828 -1,466,272

収支差額（①-②） 1,121,927 2,397,528 1,275,601

前 期 繰 越 金 -437,123 -437,123 0

当 期 剰 余 金 684,804 1,960,405 1,275,601

一般社団法人GOLD日本委員会

2019年度　収　支　計　算　報　告　書

2019年4月1日～2020年3月

科　　目

賛助会費



監査報告書 

 

令和 2年 5月 29日 

一般社団法人 GOLD日本委員会 

代表理事  長 瀬 隆 英 殿 

 

一般社団法人 GOLD 日本委員会 

監事  工 藤 翔 二 ㊞ 

 

 

私は平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日までの平成 31年（令和元年）度におけ

る一般社団法人 GOLD 日本委員会の会計および業務の監査を行い、その結果を報告し

ます。 

 

1. 監査の方法概要 

（１） 会計監査については、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手

続きを用いて計算書類の正確性を検討した。 

（２） 業務監査については、理事会に出席し、理事からの報告を聴取し、関係書類

の閲覧などを行い、業務執行の妥当性を検討した。 

 

2. 監査の結果 

（１） 正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録は会計帳簿の記載金額と一致、

法人の財政状況を正しく示しているものと認めます。 

（２） 事業報告の内容は、事実に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。 

 

以上 
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