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特定非営利活動法人 J-CaP研究会 

 

１ 事業の成果 

 前立腺癌啓発支援事業は、今年度実施しなかった。 

年度当初の計画の通り、前立腺癌医療調査・研究事業を中心として活動を実施した。 

新研究「前立腺がん患者の診断時背景因子と初期治療および治療経過に関する実態調査研究」について

は、経過観察期間に入り、情報の更新を継続している。3 月 31 日現在、契約締結している日本国内の施

設数は 113 施設である。 

また、本研究で得られた情報を活用し国内製薬企業と共同研究の準備を進めているほか、スタディサポ

ート支援を受け、データ解析研究を行っている。 

同研究をアジア各国と連携した共同研究とした A-CaP 研究活動においては、新型コロナウイルス感染症

の世界的な拡大により、11 月にリモートでの研究情報交換とビジネスミーティングを行った。引き続き

13 カ所の国及び地域と研究協力を締結し、症例の収集を進めている。 

 

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              （事業費の総費用【21,303】千円） 

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 

（千円） 

前立腺癌  
医療調査・
研究事業 

前立腺がん患者の診断時背景
因子と初期治療および治療経
過に関する実態調査研究の実

施 

通年 研究参加施設 220人 
前立腺癌患者
及び一般市民 

21,303 

前立腺がん患者の診断時背景
因子と初期治療および治療経
過に関する実態調査研究のア
ジア各国との共同研究実施 

通年 
研究会事務局 
委託先等 

44人 
前立腺癌患者
及び一般市民 

前立腺がん患者の診断時背景
因子と初期治療および治療経

過に関する実態調査研究のデ
ータ解析研究 

通年 
研究会事務局 

委託先等 
20人 

前立腺癌患者

及び一般市民 
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書式第１３号（法第２８条関係）　　

特定非営利活動法人J-CaP研究会
（単位：円）

Ⅰ　経常収益

1　事業収益

助成金 17,781,696

2　その他収益

受取利息 102

経常収益計 17,781,798

Ⅱ　経常経費

1　事業費

（1）人件費

給与手当 1,499,684

法定福利費 4,113

人件費計 1,503,797

（2）その他経費

業務委託費 5,411,288

諸謝金 668,221

旅費交通費 58,034

通信運搬費 65,398

賃借料 16,170

消耗品費 149,640

減価償却費 2,646,954

調査研究費 10,420,000

支払手数料 347,880

交際費 14,650

租税公課 1,050

その他計 19,799,285

事業費計 21,303,082

2　管理費

（1）人件費

給与手当 166,631

法定福利費 457

人件費計 167,088

（2）その他経費

業務委託費 149,820

支払手数料 330

その他経費計 150,150

管理費計 317,238

経常費用計 21,620,320

当期経常増減額 △ 3,838,522

Ⅲ　経常外収益

雑収入 1,213,438

経常外収益計 1,213,438

税引前当期正味財産増減額 △ 2,625,084

法人税、住民税及び事業税 70,015

当期正味財産増減額 △ 2,695,099

前期繰越正味財産額 12,767,033

次期繰越正味財産額 10,071,934

　2020年度　　活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

科 目 金 額



書式第１５号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人J-CaP研究会

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金 42,547,479

未収入金 22,000

未収消費税等 831,938

　流　動　資　産　合　計 43,401,417

２　固定資産

(1)有形固定資産

　什器備品 2

有形固定資産計 2

(2)無形固定資産

ソフトウェア 1,492,432

無形固定資産計 1,492,432

　固　定　資　産　合　計 1,492,434

資　　産　　合　　計 44,893,851

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 1,711,516

預り金 40,401

前受金 33,000,000

未払法人税等 70,000

　流　動　負　債　合　計 34,821,917

２　固定負債

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 34,821,917

Ⅲ　正味財産の部

 前期繰越正味財産 12,767,033

 当期正味財産増減額 △ 2,695,099

 正味財産合計 10,071,934

負債及び正味財産合計 44,893,851

2020年度  貸借対照表

　　2021年3月31日現在

科 目 金 額



書式第１６号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　J-CaP研究会

１． 重要な会計方針
　　 　財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会)に

よっています。

　 棚卸資産の評価基準及び評価方法
記載すべき事項はありません。

　 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によっています。
無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっています。

　 引当金の計上基準
記載すべき事項はありません。

　 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
記載すべき事項はありません。

　 ボランティアによる役務の提供
記載すべき事項はありません。

消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっています。

２． 事業費の内訳
（単位：円）

前立腺癌医療調
査・研究事業

合計

Ⅰ経常収益
１．受取寄附金 0 0
２．事業収益 17,781,696 17,781,696
３．その他収益 102 102

経常収益計 17,781,798 17,781,798
人件費
給料手当 1,499,684 1,499,684
法定福利費 4,113 4,113
人件費計 1,503,797 1,503,797
その他経費
業務委託費 5,411,288 5,411,288
諸謝金 668,221 668,221
旅費交通費 58,034 58,034
通信運搬費 65,398 65,398
賃借料 16,170 16,170
消耗品費 149,640 149,640
減価償却費 2,646,954 2,646,954
調査研究費 10,420,000 10,420,000
支払手数料 347,880 347,880
交際費 14,650 14,650
租税公課 1,050 1,050
その他経費計 19,799,285 19,799,285
経常費用合計 21,303,082 21,303,082

当期経常増減額 △ 3,521,284 △ 3,521,284

３. 使途等が制約された寄附金等の内訳
記載すべき事項はありません。

４. 固定資産の増減内訳
（単位：円）

期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額
有形固定資産

什器備品 364,336 0 0 364,336 364,334 2
無形固定資産

ソフトウェア 13,110,905 0 0 13,110,905 11,618,473 1,492,432
合計 13,475,241 0 0 13,475,241 11,982,807 1,492,434

５. 借入金の増減内訳
記載すべき事項はありません。

６. 役員及びその近親者との取引の内容
記載すべき重要な事項はありません。

７.
　・　事業費と管理費の按分方法

　・　その他の事業に係る資産の状況
記載すべき事項はありません。

2020年度　　財務諸表の注記

（１）

（２）

（３）

（４）

（６）

（５）

科目

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

　事業費と管理費に共通する経費については、収入割合に基づき按分しています。

（１）

（２）

科目



書式第１7号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人J-CaP研究会

（単位：円）

Ⅰ　資産の部

１　流動資産

現金預金

現金 17,221

普通預金 42,530,258

未収入金 22,000

未収消費税等 831,938

　流　動　資　産　合　計 43,401,417

２　固定資産

(1)有形固定資産

　什器備品

　PC他1件 2

有形固定資産計 2

(2)無形固定資産

ソフトウェア

　システム開発4件 1,492,432

無形固定資産計 1,492,432

　固　定　資　産　合　計 1,492,434

資　　産　　合　　計 44,893,851

Ⅱ　負債の部

１　流動負債

未払金 1,711,516

預り金 40,401

前受金 33,000,000

未払法人税等 70,000

　流　動　負　債　合　計 34,821,917

２　固定負債

　固　定　負　債　合　計 0

負　　債　　合　　計 34,821,917

 正味財産合計 10,071,934

2020年度  財産目録

　　2021年3月31日現在

科 目 金 額
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