
（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金 額

(流動資産)

預金 普通預金 141,867,741

  三菱UFJ銀行 ＴＤＪマラソン運転資金 1,736,060

  (普通)4554164

 みずほ銀行 運転資金 34,521,951

  (普通)616613

 みずほ銀行 運転資金 3,280

  (普通)3055728

 みずほ銀行 賛助会員(個人）運転資金 5,377,359

  (普通)3451437

 みずほ銀行 シンポジウム運転資金 222,538

  (普通)1376527

 三井住友銀行 運転資金 4,530

  (普通)6964195

 みずほ銀行 手帳・ノートグッズ類、交換表、運転資金 100,001,528

  (普通)616656

  三菱UFJ銀行 世界糖尿病デー運転資金 495

  (普通)4538589

郵便振替 260,694,995

  郵便振替353988 登録医運転資金 10,166,333

  郵便振替15463 友の会会費運転資金 126,281,292

  郵便振替647953 本部会員会費運転資金 63,406,704

  郵便振替767849 食品交換表、治療の手引き運転資金 6,328,706

  郵便振替550770 登録医歯科医運転資金 30,597,402

  郵便振替282892 義援金運転資金 3,404,341

  郵便振替20981 ＤＭアンサンブル購入運転資金 16,325,056

  郵便振替688644 防災グッズ運転資金 4,185,161

定期預金 20,309,483

 三井住友銀行 運転資金 20,309,483

  (定期)67915031

(預金　　小計) 422,872,219

貯蔵品 切手、図書カード、食品交換表他 1,196,938

前払金 通勤定期代、賃料、共益費他 2,478,262

未収入金 広告料、手帳・ノートグッズ類他 238,171,541

前払費用 79,963

664,798,923

(固定資産)

 特定資産

退職給付引当資産 退職給付引当金見合の引当資産として管理 45,393,676

 退職給付引当資産 大和ネクスト銀行 10,801,008

渋谷/869181

 退職給付引当資産 みずほ銀行/浜松町 34,592,668

(定期)5082129

ガリクソン賞基金 みずほ銀行/浜松町 公益目的保有財産であり 1,377,749

引当預金 (普通)3071235 ガリクソン賞基金として管理

小児糖尿病基金 公益目的保有財産であり 115,720,112

小児糖尿病基金として管理

 小児糖尿病基金 三菱UFJ銀行/田町 115,720,112

 引当預金 (普通)2363530

地域振興基金 公益目的保有財産であり 234,332,853

地域振興基金として管理

 地域振興基金 三菱UFJ銀行/田町 205,000,000

 引当預金 (定期)2212281

 地域振興基金 大和ネクスト銀行 25,032,853

 引当預金 渋谷/869181

 地域振興基金 みずほ銀行/浜松町 4,300,000

 引当預金 (普通)616613

国際糖尿病基金 公益目的保有財産であり 48,462,454

国際糖尿病基金として管理

 国際糖尿病基金 三菱UFJ銀行/田町 9,226,005

 引当預金 (普通)2212281

 国際糖尿病基金 大和ネクスト銀行 39,236,449

 引当預金 渋谷/869181

 流動資産合計
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金 額貸借対照表科目

立川倶子賞運用資金 公的目的保有財産であり 600,000

立川倶子賞の運用資産として管理

 立川倶子賞運用資金 みずほ銀行/浜松町 600,000

(普通)616613

フットケア運用資金 公益目的保有財産であり 11,627,167

フットケアプロジェクトの運用資産

として管理

フットケア運用資金 みずほ銀行/麹町 11,627,167

(普通)1235446

研究運用資金 公益目的保有財産であり 232,406,203

調査研究事業用の運用資産として管理

 研究運用資金 みずほ銀行/浜松町 232,406,203

(普通)616613

日本財団高齢者助成金 公益目的保有財産であり 10,420,000

高齢者向け事業の運用資金として管理

 日本財団高齢者助成金 みずほ銀行/浜松町 10,420,000

(普通)3055728

特定費用準備資金 公益目的保有財産であり 50,000,000

啓発事業デジタル化の運用資金として管理

  啓発事業ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化 みずほ銀行/浜松町 50,000,000

  運用資金 (普通)616613

資産取得資金 公益目的保有財産であり 30,000,000

啓発事業ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化の資産取得資金

  啓発事業ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化 みずほ銀行/浜松町 として管理 30,000,000

 資産取得資金 (普通)616613

(特定資産　　小計) 780,340,214

その他固定資産

建物付属設備 (共有財産) 489,849

うち公益目的保有財産75％

うち管理目的保有財産25％

器具備品 (共有財産) 1,616,874

うち公益目的保有財産75％

うち管理目的保有財産25％

リース資産 (共有財産) 520,088

うち公益目的保有財産75％

うち管理目的保有財産25％

ソフトウェア (共有財産) 3,120,228

うち公益目的保有財産75％

うち管理目的保有財産25％

電話加入権 (共有財産) 315,768

うち公益目的保有財産90％

うち公益目的保有財産10％

敷金 麹町セントラルビル敷金 16,344,750

(共有財産)

うち公益目的保有財産75％

うち管理目的保有財産25％

802,747,771

1,467,546,694

(流動負債)

未払金 未払補助金他 20,041,651

未払費用 さかえ発送料他 212,818,809

前受金 調査研究、本部会員会費他 203,745,467

預り金 源泉所得税、雇用保険料 1,269,529

  住民税 161,200

 源泉所得税 1,108,329

リース債務 600,048

賞与引当金 3,239,655

未払消費税等 9,302,100

451,017,259

(固定負債)

退職給付引当金 公益目的事業および管理目的の業務に 45,393,676

従事する職員の退職給付金の引当金である

45,393,676

496,410,935

971,135,759

    負債合計

    正味財産

    資産合計

 流動負債合計

 固定負債合計

 固定資産合計


	「糖尿病食事療法のための食品交換表」、「糖尿病食事療法のための食品交換表活用編」、「糖尿病性腎症の食品交換表」、「糖尿病治療の手びき」を発行した。
	1－3 全国糖尿病週間の実施
	1－4 啓発イベントの実施
	1－5 世界糖尿病デーの実施
	1－6 Team Diabetes Japanの運営
	1－7 ウォークラリーの実施
	1－8 KiDSプロジェクトの展開
	1－9 就労と治療の両立支援
	1－10 デジタルツールによる知識の普及
	1－11 糖尿病関連企業EXPERT社員認定制度
	1－12「DM Ensemble」の発行
	1－13 登録医・療養指導医・登録歯科医制度の展開
	日本糖尿病協会登録医・療養指導医制度並びに登録歯科医制度を推進した。登録医1,517人、療養指導医3,221人（うち、登録医から昇格557人）、登録歯科医2,551人となった。
	1－14 日糖協CDEネットワークの運営
	7ブロックで「CDEネットワーク運営連絡協議会」を発足させ、「コロナ禍での研修体制」「災害対策」「日糖協の療養支援資材の活用」などをテーマに、各地域で会議を実施した。
	7ブロックで「CDEネットワーク運営連絡協議会」を発足させ、「コロナ禍での研修体制」「災害対策」「日糖協の療養支援資材の活用」などをテーマに、各地域で会議を実施した。
	1－15 糖尿病カンバセーション・マップTMを活用した療養指導の普及
	コロナ禍でのファシリテーター育成策として、トレーニングのオンライン化を検討した。トレーニングで使用する動画を制作した。
	1－16 糖尿病療養指導カードシステム®を活用した療養指導の普及
	・運営助成金を支出するとともに、事務局業務を支援した。
	・AASDが実施するアジア地域のフットケア・栄養プロジェクトの進行を支援した。
	「地域糖尿病療養指導士」（CDEL）養成団体の活動補助金として、40団体に26,500,000円を支出した。地域ブロックごとのCDEネットワーク運営連絡協議会を設立した。
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