
 書式第９号（法第２８条関係） 
 
 
 

平成１７年度  事 業 報 告 書 
 

平成１７年４月１日 から 平成１８年３月３１日まで 
 
 
 特定非営利活動法人 日本知的財産翻訳協会  
 
 １ 事業の成果 
 平成１７年度は、特許等の知的財産に関する翻訳（以下、「知財翻訳」という。）能力検定試験を実施
し、知財翻訳者育成事業を行った。また、ホームページにより、会員のみならず広く一般国民に対し、知
財翻訳に関する普及啓発に努めた。 
 
 ２ 事業の実施に関する事項 
  （１）特定非営利活動に係る事業 

 

事業名 内 容 実 施 
日 時 

実 施 
場 所 

従事者 
の人数 

受益対象者 
の範囲及び 
人 数 

支出額 
（円）  

 

海外における

知的財産保護

のための翻訳

業務の振興に

関する調査研

究事業 

今年度は実施せず。 - - - - - 

 

知財翻訳能力

評価システム

の策定事業 

検定試験実施方法、評価方

法、答案採点方法の検討、

策定を行った。 

7月から 

2月 
法人事務所 17人 

知的財産翻訳に

関心のある者 

不特定多数 

0 

知財翻訳能力

に関する認定

事業 

知財翻訳に関心を持つ一般

市民を対象とした能力認定

試験をインターネット受験

システムを利用して実施し

た。 

11月26日 法人事務所 20人 

知的財産翻訳に

関心のある者 

（受験者数： 

95人） 

3,469,867 

 

知財翻訳に関

する機関誌・

ホームページ

等による普及

啓発事業 

ホームページを開設し、活

動内容等の紹介および報告

を行った。月間誌にて随時

活動報告を行い意識啓発に

努めた。 

随時 法人事務所 3人 
不特定多数 

一般市民 
511,840 

 

  



計算書類についての注記 
 
１．重要な会計方針 
（１）減価償却の方法 
 ソフトウェアの減価償却の方法は、定額法を採用しております。 
 
２．当期における収支計算書の収支差額と貸借対照表における正味資産の金額との関係は

次のとおりです。 
 

１． 当期収支差額 △ 6,304,775 円 
２． ソフトウェア増加額 1,470,000 円 
３． ソフトウェア減少額 △ 1,386,000 円 
４． 借入金増加額 △ 2,000,000 円 
５． 借入金減少額 8,000,000 円 
６． 当期正味財産増加額 △ 220,775 円 

 



書式第１２号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　日本知的財産翻訳協会

（単位：円）

Ⅰ　収入の部

１　会費・入会金収入
入会金収入 820,000
会費収入 5,233,950 6,053,950

２　事業収入
知財翻訳認定事業収入 1,386,000
普及啓発事業収入 378,000

３　その他収入
借入金収入 2,000,000
利息収入 16

当期収入合計 9,817,966

収　入　合　計 9,817,966

Ⅱ　支出の部
１　事業費

(1)知財翻訳認定事業費 3,469,447
(2)普及啓発事業費 533,495 4,002,942

２　管理費
役員報酬 0
給与手当 0
広告宣伝費 393,250
旅費交通費 380,220
印刷費 285,697
新聞図書費 45,640
家賃 240,000
光熱水費 30,000
消耗品費 110,235
通信費 361,269
会議費 110,929
知的財産取得・管理費 90,300
荷造運賃 640
福利厚生費 45,750
修繕費 31,500
リース料 272,160
支払手数料 3,640
租税公課 133,000
雑費 6,090 2,540,320

３　借入金支払利息
支払利息 109,479

４　その他の支出
ソフトウェア購入支出 1,470,000
借入金返済 8,000,000 9,470,000

当期支出合計 16,122,741

支　出　合　計 16,122,741

当期収支差額 △ 6,304,775
前期繰越収支差額 6,920,583
次期繰越収支差額 615,808

科 目 金 額

　　平成１７年度　特定非営利活動に係る事業　会計収支計算書

平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで



書式第１０号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　日本知的財産翻訳協会

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金予金

現金 90,789

普通預金　三井住友銀行麹町支店 1,631,306

　　　　　東京三菱銀行新宿支店 73,206

　流　動　資　産　合　計 1,795,301

２　固定資産

【無形固定資産】

ソフトウェア 1,764,000

　固　定　資　産　合　計 1,764,000

資　　産　　合　　計 3,559,301

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

短期借入金　　㈱知財翻訳研究所 4,000,000

預り金　　　　報酬に対する源泉所得税 1,000

未払金　　　　ソフトウエア 735,000

未払費用　　　家賃・光熱費他 383,493

前受金　　　　次年度年会費 60,000

　流　動　負　債　合　計 5,179,493

２　固定負債 0

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 5,179,493

正　　味　　財　　産 △ 1,620,192

平成17年度　特定非営利活動に係る事業　会計財産目録

　　平成18年3月31日現在

科 目 金 額



書式第１１号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　日本知的財産翻訳協会

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 1,795,301

　流　動　資　産　合　計 1,795,301

２　固定資産

【無形固定資産】

ソフトウェア 1,764,000

　固　定　資　産　合　計 1,764,000

資　　産　　合　　計 3,559,301

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

短期借入金 4,000,000

未払金 735,000

未払費用 383,493

前受金 60,000

預り金 1,000

　流　動　負　債　合　計 5,179,493

負　　債　　合　　計 5,179,493

Ⅲ　正味財産の部

 前期繰越正味財産 △ 1,399,417

 当期正味財産増減額 △ 220,775

 正味財産合計 △ 1,620,192

負債及び正味財産合計 3,559,301

平成１７年度　特定非営利活動に係る事業　会計貸借対照表

　　平成１８年３月３１日現在

科 目 金 額
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