
平成25年度正味財産増減予算書
《自　平成25年4月1日　至平成26年3月31日》

（単位：円） 
科　　　　　目 �本年度予算 �前年度予算 �増　減 �摘　　　　要 

Ⅰ．一般正味財産増減の部 � � � � 
1．経常増減の部 � � � � 

（1）経常収益 � � � � 
1＿　基本財産運用益 �ムゴア夕 �上古クβ �．4　72g � 

（1）基本財産受取利息 �エゴ乃’ �エ5℃♂ �∠1j皆野 �基本資産である預金の利息 
2．特定資産運用益 �agβ♂ �旦夕ββ �△　ムククβ � 

（1）特定資産受取利息 �名∂りβ �ろ〝♂ �△　ムα7（フ �癖定資産である預金の利息 
3．受取会費 �ろブタ坑βクβ �62♂＆ββ♂ �7，Jβ＆β♂♂ � 

（1）正会員受取会費 �ZJJ反2♂β �氏蓑呪ββ♂ �＆グ乙∠りβ �正会員年会費 

（2）賛助会員受取会費 �よぎqg♂β �β �∠汐レ死相 �賛助会員年会費 
4●　事業収益 �之βク島クββ �■ムβ仇ち仇叩 �7占玖♂♂♂ � 

（1）研修事業収益 �ZJJ現βββ �了，クの♂β♂ �了，β鍔ク♂β �各種研修会参加会費等 

（2）その他事業収益 �Jgqβクβ �燭βββ �△β鍔〝β �上記以外の研修事業収入 
5．受取助成金 �4，βブ尻ノββ �坑gJ45才J �△　了，百花卿 � 

（1）全法連助成金 �473尻ノクβ �4α現67♂ �甥ガロ �公益目的事業助成金 
（2）県連助成金 �2♂¢βββ �〃現g〃 �27，〔汐夕 �県連助成金・激変緩和助成金 

（3）国庫助成金 �β♂玖βββ �之β♂仇♂β♂ �∠1，∴ロ仇∴クβ �高年齢者雇用促進事業奨励金 
6．受取負担金 �4g且β♂♂ �まどろββ♂ �JZ乙♂βク � 

（1）部会負担金 �∫7現β♂β �ガろ∂ββ �鍔乙αβ �青年部会・女性部会会費 
（2）総会等負担金 �Jga♂♂β �β �Jg仇βク♂ �総会等負担金収入 

7＿　雑収益 �Jダムβ2g �J鍔47β �△　ノ′β夕4 � 

（1）雑収益 �ノ∂ノ，（72ざ �ノ促すJβ �∠lJ∴％曝 �上記以外の収入等 

経　常　収　益　計 �J反♂β仇♂ββ �74，gβク．βββ �4♂ク．βクβ � 

（2）経常費用 � � � � 
1．事業費 �Ja72ろ〃♂ �了見♂7ろJgJ �5玖調 � 

役員報酬 �βq♂β♂ �拘βクβ �卯月〃 �管外への出張時報酬 

給料手当 �4α呪α〝 �ヱβββ，α形 �財仇βββ �職員・パート給与・各種手当等 
′一　福利厚生費 �弼ββ♂ �3乃：♂♂β �JJ現βββ �法廷福利・傷害保険・中退金掛金等 

旅費交通費 �乃硯仇犯 �∂と現♂ク♂ �朗，クク♂ �研修会・講演会等許師・役職員交通費等 

通信運搬費 �彪現β♂♂ �仇〃′4ββ �クスβロβ � 

消耗品費＿ �尻％ト死相 �占3g2ββ �尋ノ′タロβ �研修会・講演会等資料代・事務消耗品代 

印刷製本費 �β占硯βクβ �乃行，4β♂ �∠1古刀∵離形 � 

光熱水道費 �Jgろβββ �ム野㍉死相 �∠1∠拓り �電気・ガス・水道料金等 

賃借料 �乃Z∂りβ �尻ヲろt兄7♂ �喝♂♂β �駐車場・事務所賃借料等 

会場費 �彪笠〟β �βタ銭ββク �gZ古口β �研修会・講演会・各種委員会会場使用料 

諸謝金 �了，βアスクββ �25了見〝ク �△　了，擢βββ �研修会・講演会等講師謝金等 

会議費 �名．烈堵Jββ �ノ′＆ほいα形 �似′ノβ♂ �総務以外の委員会開催費用等 

委託費 �虎視名和 �3g氏β♂β �£ヲa尋♂♂ �オンデマンド利用料・保守・広告等 

．支払負担金 �3g尻βββ �まう現乃ロ �J碓ゑ与り �各種団体負担金（会費） 

リース料 �4；視βββ �47㌦死β �ノ名占ロβ �事務機器等リース料 

表彰費 �Jg仇β♂β �ノβ仇♂ββ �△」Ⅵ仇〝 �税に関する絵はがきコンクール等表彰費 

支払手数料 �すら4βダ �gぎJ′5℃ク �△　一夕反α好 �金融機関手数料等 

雑費 �弼α好 �2喝乃ノ �蓑現謝 �上記以外の支出等 
2．管理費 �名27ZJ♂β �ag拷gJβ �△　ム♂β之7J♂ � 

役員報酬 �J2α♂ββ �75玖ββク �∠　β仇仇β �管外への出張時報酬 

給料手当 �㍗叶〃〃J �ノ，2βq♂♂ク �∠14久しαβ �職員・パート給与・各種手当等 

福利厚生費 �ノ2現ββク �ノ∠現β♂β �ノ′βββ �法廷福利・傷害保険・中退金掛金等 

旅費交通費 �ノβ¢β〃P �Z〃㍉兜沼 �∠1⊥〃㍉靴β �研修会・講演会等講師・役職員交通費等 

通信運搬費 �卯月〝 �Jβ4βββ �△L　4乙仇β � 

減価償却費 �ノ �∴βββ �△J，♂α7 �什器備品等減価償却 

消耗品費 �ノ旦占りβ �よち仇形 �dJaうり♂ �事務消耗品代 

印刷製本費 �2氏βββ �ノタスクββ �∠1ム釘∵α形 �会議資料コピーカウンター料等 



科　　　　　目 �当年度予算 �前年度予算 �増　減 �摘　　　　要 
光熱水道費 �よ乙仇形 �乾〃β �△2久尻フク �電気・ガス・水道料金等 
賃借料 �Jg　古口β �2名古口β �△　占筑♂ββ �駐車場・事務所賃借料等 

会場費 �占玖βクβ �7Zククβ �∠上　乙乙仇β �総会・理事会・総務委員会等会場使用料 

会議費 �銑汀い兜沼 �氏犯グロβ �∠玖4♂♂ �総会・理事会・総務葬具会等費用 

支払負担金 �βqβ♂β �4色2∠和 �△　ノ坑ゑ紺 �各種団体負担金（会費）・部会事業負遭金等 

慶弔費 �ノβqβ♂β �粥川〝 �尻　仇β �慶弔に関する費用等 

リース料 �符牒〟 �ノごろ5りβ �△　乾5りβ �事務機器等リース料 

支払手数料 �ろ占りβ �巧〃〝 �∠1gろ∂りβ �金融機関手数料等 
雑費 �gZβタタ �4ノ，β97 �∠lJよ」遁汐 �上記以外の支出等 

経　常費　用　計 �ノβ，ββ仇ββ♂ �J尻タ∂プ，ggJ �∠15甥Z∴貼り � 

当期経常増減額 �∠1，♂〃〃．伽招 �∠1JLβgaJ貼り �．7，g＆2．gタノ � 

2．経常外増減の部 � � � � 

（1）経常外収益 �1♂ �β �ク � 

経常外収益計 �〃 �ク �♂ �積立金取崩収入等 

（2）経常外費用 �筍クββ �7q仇叩 �之仇叩 � 
経常外費用計 �7Zβ♂ク �7玖ββ♂ �Zβクβ �法人税等引当支出等 

当期経常外増減額 �△　72，βββ �△　7β，のけ �∠1，βββ � 

当期一般正味財産増減額 �△　了，♂筍β♂β �∠上之留鳥ろ盈〃 �ノ，βgqブタJ � 
一般正味財産期首残高 �ノ名∂口銭34g �力目指孔盈好 �∠14如上比和 � 

一般正味財産期末残高 �Ja4gZ34g �725pJ，クβ4 �ガ氏βgJ � 

Ⅱ．指定正味財産増減の部 �♂ �ク �β � 

Ⅲ．正味財産期末残高 �Jエ4g乙34g �72，才ロブ，ββ4 �タブ氏∫47 � 


