
 収支予算書
全事業

（単位　円）
2014年 4月 1日から2015年 3月31日まで

科　　　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増   減

Ⅰ　事 業 活 動 収 支 の 部

　１．事業活動収入

　　　　基本財産利息収入

　　　　基本財産配当金収入

　　　　基本財産受取賃貸料収入

　　　基本財産運用収入計

　　　　特定資産利息

　　　　特定資産配当金

　　　　特定資産受取賃貸料収入

　　　特定資産運用収入計

　　　　入会金収入

　　　入会金収入計

△200,000　　　　正会員会費収入 4,800,0004,600,000

　　　　特別会員会費収入

　　　　賛助会員会費収入

△200,000　　　会費収入計 4,800,0004,600,000

　　　　大会事業収益収入（主管） 10,000,00010,000,000

△300,000　　　　大会事業収益収入（委託） 600,000300,000

△200,000　　　　登録事業収益収入 32,200,00032,000,000

　　　　登録事業収益収入② 3,600,0003,600,000

　　　　各種講習会事業収益 7,500,0007,500,000

　　　　審判講習会事業収益 7,000,0007,000,000

　　　　物品販売収入

△500,000　　　事業収益１収入計 60,900,00060,400,000

2,300,000　　　　ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ使用料収益 29,700,00032,000,000

30,000　　　　ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ使用料収益 570,000600,000

　　　　照明灯使用料収益 4,500,0004,500,000

　　　　研修会館使用料収益 1,100,0001,100,000

　　　　受取地代・家賃収益 700,000700,000

　　　　その他事業収益　 1,600,0001,600,000

2,330,000　　　事業収益２収入計 38,170,00040,500,000

　　　　国庫補助金収入

△1,200,000　　　　地方公共団体補助金収入 5,200,0004,000,000

　　　　JFA補助金収入 27,000,00027,000,000

　　　　国庫助成金収入

　　　　地方公共団体助成金収入

150,000　　　　民間助成金収入 50,000200,000

△1,050,000　　　補助金等収入計 32,250,00031,200,000

　　　　負担金収入

　　　負担金収入計

　　　　寄付金収入

　　　　募金収益収入

　　　寄付金収入計

　　　　利息収入 20,00020,000

　　　　有価証券運用収入

△50,000　　　　雑収入 200,000150,000

△50,000　　　雑収入計 220,000170,000

530,000　　事業活動収入合計 136,340,000136,870,000

　　

　２．事業活動支出

　　①事業費支出



科　　　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増   減

△500,000　　　　役員報酬 1,000,000500,000

　　　　給料手当支出 7,650,0007,650,000

　　　　臨時雇賃金支出 2,700,0002,700,000

　　　　退職給付支出

　　　　法定福利費支出　 1,000,0001,000,000

　　　　福利厚生費支出 2,500,0002,500,000

△300,000　　　　会議費支出 500,000200,000

　　　　旅費交通費支出 16,500,00016,500,000

　　　　日当支出 10,000,00010,000,000

　　　　通信運搬費支出 800,000800,000

△310,000　　　　消耗用品費支出 310,000

340,000　　　　消耗品費支出 2,060,0002,400,000

　　　　修繕費支出 800,000800,000

400,000　　　　印刷製本費支出 3,150,0003,550,000

　　　　教材費支出 3,000,0003,000,000

　　　　備品費支出 900,000900,000

　　　　燃料費支出

　　　　光熱水料費支出 7,000,0007,000,000

　　　　賃借料支出 3,730,0003,730,000

　　　　地代　 4,400,0004,400,000

　　　　保険料支出 630,000630,000

　　　　諸謝金支出 100,000100,000

　　　　租税公課支出 4,000,0004,000,000

　　　　登録金支出

　　　　ﾗｰﾆﾝｸﾞ受講料支出 1,000,0001,000,000

△400,000　　　　支払負担金支出 1,100,000700,000

△250,000　　　　支払交付金支出 5,250,0005,000,000

△10,000,000　　　　支払助成金支出 10,000,000

15,000,000　　　　大会運営費 15,000,000

　　　　支払寄付金支出

△5,900,000　　　　大会補助金支出 5,900,000

　　　　渉外費支出 50,00050,000

　　　　表彰費支出 50,00050,000

△230,000　　　　委託費支出 6,230,0006,000,000

　　　　前年度損益修正損

　　　　雑費支出 400,000400,000

△2,150,000　　事業費支出計 102,710,000100,560,000

　　②管理費支出

　　　　役員報酬支出 865,000865,000

　　　　給料手当支出 6,570,0006,570,000

　　　　退職金支出

　　　　退職給付支出

　　　　役員退職慰労引当金支出

　　　　法定福利費支出 700,000700,000

　　　　福利厚生費支出 100,000100,000

　　　　会議費支出 500,000500,000

　　　　旅費交通費支出 335,000335,000

　　　　日当支出

　　　　通信運搬費支出 850,000850,000

　　　　渉外費支出 390,000390,000

　　　　什器備品費支出 300,000300,000

　　　　事務用品費支出　 500,000500,000

　　　　消耗品費支出 550,000550,000

　　　　修繕費支出 50,00050,000

　　　　印刷製本費支出 100,000100,000



科　　　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増   減

　　　　リース料支出　 500,000500,000

　　　　燃料費支出

　　　　光熱水料費支出 250,000250,000

　　　　地代支出 10,00010,000

　　　　保険料支出 10,00010,000

　　　　諸謝金支出 700,000700,000

　　　　租税公課支出 50,00050,000

　　　　慶弔費支出 150,000150,000

　　　　委託費支出 1,800,0001,800,000

　　　　支払利息支出

　　　　雑費支出 100,000100,000

　　管理費支出計 15,380,00015,380,000

　　　　他会計振替額

　　他会計振替額計

△2,150,000　　事業活動支出合計 118,090,000115,940,000

2,680,000　事 業 活 動 収 支 差 額 18,250,00020,930,000

　

Ⅱ　投資活動収支の部

　１．投資活動収入

　　　　土地売却収入

　　　　建物売却収入

　　　　投資有価証券売却収入

　　　　基本財産特定預金取崩収入

　　　基本財産取崩収入計

　　　　退職給付引当資産取崩収入

　　　　減価償却引当資産取崩収入

　　　　減価償却引当預金収入Aｸﾞｳﾗﾝﾄﾞ

　　　　施設改善積立預金取崩収入

      　投資有価証券売却収入

　　　特定資産取崩収入計

　　　　建物売却収入

　　　　車輌運搬具売却収入

　　　　什器備品売却収入

　　　　土地売却収入

　　　　借地権売却収入

　　　　電話加入権売却収入

　　　　その他固定資産売却収入

　　　固定資産売却収入計

　　　　有価証券売却収入

　　　投資有価証券売却収入

　　　　敷金戻り収入

　　　　保証金戻り収入

　　　　リサイクル法預託金収入

　　　敷金保証金等収入計

　　投資活動収入合計

　２．投資活動支出

　　　　土地取得支出

　　　　建物取得支出

　　　　投資有価証券取得支出

　　　　基本財産特定預金支出

　　　基本財産取得支出計

　　　　退職給付引当預金支出 300,000300,000

3,080,000　　　　減価償却引当預金支出ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ以外 10,050,00013,130,000

　　　　減価償却引当預金支出Aｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 3,600,0003,600,000



科　　　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増   減

　　　　減価償却引当預金支出Bｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 3,900,0003,900,000

　　　　施設改善積立預金支出

      　投資有価証券取得支出

3,080,000　　　特定目的預金積立支出計 17,850,00020,930,000

　　　　建物取得支出

　　　　構築物取得支出

　　　　車輌運搬具取得支出

　　　　什器備品取得支出

　　　　土地取得支出

　　　　建物仮勘定支出

　　　　借地権取得支出

　　　　電話加入権取得支出

　　　固定資産取得支出計

　　　　投資有価証券取得支出

　　　　子会社株式取得支出

　　　　関連会社株式取得支出

　　　投資有価証券取得支出計

　　　　敷金支出

　　　　保証金支出

　　　　リサイクル法預託金支出

　　　敷金保証金等支出計

3,080,000　　投資活動支出合計 17,850,00020,930,000

△3,080,000　投 資 活 動 収 支 差 額 △17,850,000△20,930,000

Ⅲ　財務活動収支の部

　１．財務活動収入

　　　　長期借入金収入

　　借入金収入計

　　財務活動収入合計

　２．財務活動支出

　　　　長期借入金返済支出

　　借入金返済支出計

　　　　未収入金回収不能額支出

　　未収入金回収不能による資金調整計

　　財務活動支出合計

　財 務 活 動 収 支 差 額

Ⅳ　指定受取補助金等収入

　　　受取国庫補助金収入

　　　受取地方公共団体補助金収入

　　　受取民間補助金収入

　　　受取国庫助成金収入

　　　受取地方公共団体助成金収入

　　　受取地方公共団体助成金収入

　　受取補助金等の収入計

　　　受取負担金収入

　　受取負担金収入計

　　　受取寄付金収入

　　受取寄付金収入

　　　土地受贈収入

　　　投資有価証券受贈収入

　　固定資産受贈収入計

　　　基本財産運用益収入

　　基本財産運用益収入計



科　　　　　目 本年度予算額 前年度予算額 増   減

　　受取補助金・受取寄付金収入計

Ⅴ　その他

　１．受入保証金等収入

　　　　受入保証金収入

　　受入保証金等収入計

　２．受入保証金等返還支出

　　　　受入保証金返還支出

　　受入保証金等返還支出計

予備費（１０）

　　予備費

△400,000当期収支差額 400,000

前期繰越収支差額

△400,000次期繰越収支差額 400,000


