
　　　　　　　　平成２５年度一般会計収支決算書
 　　　　　　　　　　（平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）

　　　　単位（円）

収入の部

　　　科　　　　　　　目 　　予　算　額 　　決　算　額 　　備　　　考

　入　　会　　金　＠5,000. 1,800,000 1,790,000 　358名

　年　　会　　費　＠2,000. 4,800,000 4,954,000  納入会員数2,423名

　賛　　助　　金 1,900,000 4,045,000 匿名篤志２２０万円を含む

　名　簿　売　上 100,000 171,290  付記１

　雑　　収　　入 250,000 337,541  付記2

　寄　　　　　付 75,042

　　　　　合　　  　計 8,850,000 11,372,873

支出の部

　　　科　　　　　　　目 　　予　算　額 　　決　算　額 　　備　　　考

　[運　営　費] [2,923,500] [2,400,568]

　　　事　務　局　費 2,443,500 1,922,756  付記3

　　　会　　議　　費 100,000 69,409  付記4

　　　慶　　弔　　費 380,000 408,403

　[一　般　事　業　費] [3,650,000] [2,853,502]

　　　大手前だより　発行費 2,500,000 2,125,689

　　　新 入 会 員 歓 迎 会 450,000 398,213  付記5

　　　Ｉ Ｔ 関　連　費 400,000 204,733

　　　金蘭会セミナー補助金 300,000 124,867  付記6

　[特　別　事　業　費] [2,560,000] [4,729,404]

　　　母 校 へ の 支 援 1,000,000 1,000,000

　　　母校の国際交流事業支援 1,500,000 1,500,000

　　　国 際 グ リ ム 賞 財団法人の支援に変更

　　　母校の海外派遣事業支援 2,200,000 母校海外派遣事業支援基金へ

　　　文 庫 資 料 補 修 30,000 25,254

　　　会 員 名 簿 整 備 30,000 4,150

　[予　備　費] [300,000] [0]

　　　　　支　出　小　計 9,433,500 9,983,474

　[今期収支差額（繰越金）] [△　583,500] [1,389,399]

　　　　　合　　  　計 9,433,500 11,372,873



付記１　名簿売上収支
　　　収　　　　　入 　金　　額 　　　支　　　　　出 　金　　額
名簿申込　＠5,500.×46冊 253,000 返金　 　　 10 冊 55,000

寄付に振替 　１冊 5,500
発送料  　　35 冊 19,425
振込手数料 1,785
一般会計収入に振替 171,290

　　　合　　　　　計 253,000 　　　合　　　　　計 253,000

付記２　雑収入
　　　明　　　　　細 　金　　額 　　備　　　　　　　考
　会　館　利　用　料 206,000
　コ　ピ　ー　料 40,480
　デ　ー　タ　料 39,760
　そ　の　他 51,301 クリアファイル48,000.、預金利息2,301.等

　　　合　　　　　計 337,541

付記３　事務局費明細
　　　科　　　　　目 　予　算　額 　決　算　額 　　備　　　　　　　考
　運　営　助　手　手　当 700,000 601,910 参考：データ処理委託費　59,550.

　交　　　通　　　費 5,000 0
　事　務　用　品　費 250,000 170,907
　通　　　信　　　費 230,000 147,630
　印　　　刷　　　費 160,000 144,795
　電　　　話　　　料 130,000 115,033
　会　館　運　営　費 310,000 152,786
　払　込　手　数　料 300,000 240,060 会費などの振込料

　複　合　機　リース料 283,500 283,500
　雑　　　　　　　費 75,000 66,135 主たる出金：火災保険料

　　　合　　　　　計 2,443,500 1,922,756

付記４　新年互礼会（会議費の一部）
　　　収　　　　　入 　金　　額 　　　支　　　　　出 　金　　額
　会　費　＠5,000.×65名 325,000 　会　食　費 256,849
　寄　付 30,000 　参加賞・景品 101,579
　一般会計(会議費)より補助 11,513 　案内状印刷他 8,085
　　　合　　　　　計 366,513 　　　合　　　　　計 366,513

付記５　新入会員歓迎会
　　　収　　　　　入 　金　　額 　　　支　　　　　出 　金　　額
　寄　付 70,000 　会　食　費 346,638
　寄　付（買物ポイント） 3,540 　参加賞・景品 115,230
　一般会計より補助 398,213 　案内状印刷他 9,885
　　　合　　　　　計 471,753 　　　合　　　　　計 471,753

付記６　金蘭会セミナー
　　　収　　　　　入 　金　　額 　　　支　　　　　出 　金　　額
　年　会　費 182,000 　会　食　費 924,060
　当　日　会　費 881,000 　通　信　費 162,000
　飲　み　物　代 52,400 　講　演　料 100,000
　一般会計より補助 124,867 　雑費(宛名シール、皆勤賞等) 54,207
　　　合　　　　　計 1,240,267 　　　合　　　　　計 1,240,267



　貸借対照表
　　　　　平成２６年３月３１日現在

　　　資　　　　　　産 　金　　額 　負債・基金・剰 余 金 　金　　額

現預金 預かり金・基金・準備金

　現金 75,346 　次年度以降会費預かり金 438,000

　普通預金（三井住友） 83,051 　金蘭会運営準備金 6,833,240

　普通預金（三井住友） 12,914,656 　金蘭会創立１２０周年基金 4,420,351

　郵便口座 17,155,381 　母校海外派遣事業支援基金 2,800,000

　金蘭会クルーズ準備金 600,000

仮受金　名簿申込金 11,000

　　　　　　　小　計 15,102,591

剰余金

　前期繰越金 13,736,444

　今期剰余金 1,389,399

　　　　　　　小　計 15,125,843

　　合　　　　　　　　計 30,228,434 　　合　　　　　　　　計 30,228,434

付記１　次年度以降会費預かり金　

　期初繰越金 440,000

　今年度年会費に振替  △ 　172,000

　今年度年会費より振替 170,000

　期末繰越金 438,000

付記２  母校海外派遣事業支援基金（旧称　金蘭会奨学基金）

　期初繰越金 600,000

一般会計（母校の海外派遣
事業支援）より

2,200,000

　期末繰越金 2,800,000

＊母校海外派遣事業支援基金は、従来からある金蘭会奨学基金と匿名の方からの賛助金

　２２０万円とを一本化し、母校が実施する海外派遣事業を支援するために、新たに

　設立された基金です。




