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32016基本方針-1

2016年度 事業収支計画＆ 2015年度 実績

・収入 7,200万円 [ 2015計画：7,200万円 実績：7,097万円 ]
（2014年: 7,110万円、 2013年： 6,900万円）

・支出 6,900万円 [ 2015計画：6,800万円 実績：6,957万円 ]
（2014年: 6,862万円、 2013年： 6,223万円）

・収支差額 300万円 （2015年実績： 140万円）
（2014年: 249万円、 2013年： 677万円）

・正味財産 5,631万円 （2015年実績： 5,331万円）
（ 2014年: 5,191万円、 2013年： 4,942万円）

＊TC協会運営の基本方針（2013年12月3日の評議員会での約束）：

正味財産は、2014年度で決算上、5,000万円確保、2015年度で5,000万円以上の

キャッシュフローを確保、2016年度で5,400万[3,600万円 + （300万円✕6か月）]
以上のキャッシュフローを目指す。

・法人会員数 100社 [ 2015計画：105社 実績：95社 ] 
（2014年： 97社、 2013年： 97社）



42016基本方針-2

2016年度 予算計画 （個別事業単位）
◆公益事業 （2016年計画） （2015年実績） （2015年計画） （2014年実績）

・TCシンポジウム 2,250万円 2,152万円 2,040万円 2,427万円

・日本ﾏﾆｭｱﾙｺﾝﾃｽﾄ 240万円 203万円 220万円 187万円

＜小計： 2,490万円＞ ＜2,355万円＞ ＜2,260万円＞ ＜2,614万円＞

◆会費収入
1,960万円 1,963万円 2,000万円 1,980万円

◆収益事業
・TC技術検定 1,050万円 1,117万円 1,000万円 972万円

・人材育成 750万円 685万円 1,000万円 797万円

・受託 350万円 418万円 300万円 263万円

・出版 500万円 465万円 540万円 289万円

＜小計： 2,650万円＞ ＜2,685万円＞ ＜2,840万円＞ ＜2,321万円＞

◆その他収入（広告料、交流会、受取利息、ほか）

100万円 94万円 100万円 195万円

合計金額 7,200万円 7,097万円 7,200万円 7,110万円



52016基本方針-3

2016年度 支出計画 & 2015年度 支出実績

（2016計画） （2015実績） (2015計画） （2014実績）

・給与手当 910万円 908万円 910万円 913万円

・会議費 130万円 129万円 110万円 188万円

・通信交通費 825万円 859万円 724万円 803万円

・会場費 600万円 592万円 518万円 501万円

・業務委託費 2,150万円 2,144万円 2,149万円 2,097万円

・備品・消耗品費 200万円 235万円 176万円 282万円

・広報費 300万円 225万円 432万円 406万円

・印刷費 670万円 906万円 740万円 586万円

・機材賃貸料 200万円 214万円 250万円 260万円

・謝礼費 450万円 453万円 439万円 439万円

・法定福利費 145万円 143万円 135万円 133万円

・棚卸在庫計上 80万円 ▲116万円 0万円 ▲ 29万円

・その他経費 240万円 265万円 207万円 283万円

総支出 6,900万円 6,957万円 6,800万円 6,862万円



備考）墨色 の箇所は、重点活動期間を示す。

名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

　●法人会員数　＜重点活動：7月～11月＞ 96 95 100

■会議
　＊評議員会
　　＜重点活動（事業計画策定）：11月～3月＞

○3/3
2016事業計画

○
上半期実績

○
着地・事業計画

　＊理事会 ●1/19 ●2/16 ○3/14 ○4/20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　＊メールマガジン ●1/28 ●2/16 ○3/7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■公益活動 ●1/5 ●●2/2&23 ○4/5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇

　＊TCシンポジウム2016(東京開催)
委員：8人

実行委員：26人
○

8/24-25
○反省会

　＊TCシンポジウム2016(京都開催) 実行委員：29人 ○Web Designing
○10/5-7
○反省会

◯You-Tube

　＊日本マニュアルコンテスト2016
委員：7人

実行委員：19人
産業機器：9人

審査講習会
募集開始

審査講習会
募集期間中
審査講習会

一次審査（70点） 二次審査 最終審査
部門賞・特別賞表彰

（8/25）

MOY審査
（10/5）

○You-Tube ○Frontier

　＊トピック指向取り組み検討WG ●1/26 ●2/23 ○3/15 ○4/19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　＊IEC82079改定案検討WG＆JWG16
○WG3/14
○国内3/22
・募集期間

○ ○ ○

　＊TC専門課程制度社会人向け版検討WG ●2/23

　＊ISO/TC37/SC4（言語資源マネジメント） ●2/3 ○ ○

　＊第18回中国科協年会 ○

　＊tcworld 2016 in Stuttgart（tekom主催）
　＊第7回国際TC円卓会議（於：東京）

○円卓会議
8/23東京

○8-10：tcworld

■TC技術検定　＜重点活動：11～2月、4～7月＞

　＊3級　TW　（2月＆7月） ●21（388名） ○10日

　＊2級　DR　（7月） ○10日

　＊2級　MP　（2月） ●21（95名）

　＊国際TC検定試験 募集 募集 募集 募集 募集 募集 募集 募集 募集 募集 募集 募集

■人材育成　＜重点活動：1月～6月＞

　＊実務セミナー（東京） ○英文 ○英文 ○英文 ○英文 ○○英文・規格

　＊特別セミナー（Adobe関連など）
●東京17（27名）
●京都19（13名）

○

　＊実務セミナー（京都） ○英文 ○英文 ○英文 ○英文 ○○英文・規格

　＊TC技術検定受験対策セミナー
●170名

東京、大阪、名古屋、
広島

○
東京､名古屋､大阪、広

島、福岡

　＊出張セミナー（随時） ●1/27 ○4/22 ○○○ ○○○ ○○ ○

　＊シンポ特別セッション ○東京 ○京都

　＊TC専門課程委員会 ●1/18 ○

　＊TC課程認定証：承認累計人数 9名 13名

■受託事業
　＊欧州マニュアル評価サービス

　＊GB適応支援サービス　

　＊国内マニュアル評価サービス ● ○ ○ ○

■出版　＆　広報
　＊日本語スタイルガイド（3版） ○発行

　＊PR広告など企画 ○ ○

　＊機関誌「Fｒｏｎｔｉｅｒ」　発行 ●ｼﾝﾎﾟ記録集 ●10号発行 ○プログラム ○論文集 〇記録集

　＊Web　Designing（マイナビ） ○3/18 ○6/18

一般財団法人TC協会　2016年　年間活動計画＆2月までの実績        ＊審議　2016年度　第1回評議員会資料

○HP告知 ○Web Designing
○プログラム

○Web Designing
〇記録集


