
　　　　　　　　平成２６年度一般会計収支決算書
 　　　　　　　　　　（平成２６年４月１日～平成２７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 1,760,000 　352名

　年　　会　　費　＠2,000. 5,000,000 5,010,000  納入会員数延2,505名

　賛　　助　　金 4,000,000 7,063,000 匿名篤志490万円を含む

　名　簿　売　上 22,000

　雑　　収　　入 250,000 409,300  付記１

　寄　　　　　付

　　　　　合　　  　計 11,050,000 14,264,300

支出の部

　　　科　　　　　　　目 　　予　算　額 　　決　算　額 　　備　　　考

　[運　営　費] [2,976,600] [2,783,614]

　　　事　務　局　費 2,326,600 2,126,549  付記２

　　　会　　議　　費 100,000 99,065  付記３

　　　慶　　弔　　費 550,000 558,000

　[一　般　事　業　費] [3,550,000] [2,889,733]

　　　大手前だより　発行費 2,500,000 2,206,326

　　　新 入 会 員 歓 迎 会 450,000 408,154  付記４

　　　Ｉ Ｔ 関　連　費 400,000 151,993

　　　金蘭会セミナー補助金 200,000 123,260  付記５

　[特　別　事　業　費] [3,670,000] [6,335,501]

　　　母 校 へ の 支 援 1,000,000 1,000,000

　　　母校の国際交流事業支援 400,000 400,000

　　　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 4,900,000 海外派遣支援基金に繰入

　　　文 庫 資 料 補 修 40,000 31,535

　　　会 員 名 簿 整 備 30,000 3,966

　[予　備　費] [300,000] [0]

　　　　　支　出　小　計 10,496,600 12,008,848

　[当期収支差額（繰越金）] [553,400] [2,255,452]

　　　　　合　　  　計 11,050,000 14,264,300



　貸借対照表
　　　　　平成２７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 131,862 　次年度以降会費預かり金 ＊1 470,000

　普通預金（三井住友） 83,065 　金蘭会運営準備金 *2 6,616,382

　普通預金（三井住友） 5,688,040 　金蘭会創立１２０周年基金 4,420,351

　郵便口座 29,236,261 　母校海外派遣事業支援基金 ＊3 5,500,000

　金蘭会クルーズ準備金 600,000

　未払金 151,200

　　　　　　　小　計 17,757,933

剰余金

　前期繰越剰余金 15,125,843

　当期剰余金 2,255,452

　　　　　　　小　計 17,381,295

　　合　　　　　　　　計 35,139,228 　　合　　　　　　　　計 35,139,228

＊１　次年度以降会費預かり金　

　期初繰越金 438,000

　今年度年会費に振替 △ 148,000

　今年度年会費より振替 180,000

　期末繰越金 470,000

＊２　金蘭会運営準備金

　期初繰越金 6,833,240
　冷蔵庫購入 △ 216,858

　期末繰越金 6,616,382

＊３  母校海外派遣事業支援基金

　期初繰越金 2,800,000

　母校の海外派遣事業支援 △ 2,200,000

　母校の海外派遣事業支援より 4,900,000

　期末繰越金 5,500,000



付記１ 　雑収入
　　　明　　　　　細 　金　　額 　　備　　　　　　　考
　会　館　利　用　料 244,000
　コ　ピ　ー　料 47,645
　デ　ー　タ　料 40,220
　そ　の　他 77,435 クリアファイル76,000.預金利息等1,435.

　　　合　　　　　計 409,300

付記２　事務局費
　　　科　　　　　目 　予　算　額 　決　算　額 　　備　　　　　　　考
　運　営　助　手　手　当 550,000 522,450
　データ処理委託費 100,000 100,000
　事　務　用　品　費 250,000 130,077
　通　　　信　　　費 200,000 218,750
　印　　　刷　　　費 160,000 150,645
　電　　　話　　　料 120,000 108,931
　会　館　運　営　費 310,000 326,552
　払　込　手　数　料 270,000 255,310 会費などの振込料

　複　合　機　リース料 291,600 283,500
　雑　　　　　　　費 75,000 30,334 主たる出金：火災保険料

　　　合　　　　　計 2,326,600 2,126,549

付記３　新年互礼会（会議費の一部）
　　　収　　　　　入 　金　　額 　　　支　　　　　出 　金　　額
　会　費　＠5,000.×62名 310,000 　会　食　費 236,661
　寄　付 60,000 　参加賞・景品 95,476

　案内状印刷・設営他 37,641
 一般会計（会議費）繰入れ 222

　　　合　　　　　計 370,000 　　　合　　　　　計 370,000

付記４　新入会員歓迎会
　　　収　　　　　入 　金　　額 　　　支　　　　　出 　金　　額
　寄　付 80,000 　会　食　費 354,041

　参加賞・景品 116,034
　一般会計より補助 408,154 　案内状印刷他 18,079
　　　合　　　　　計 488,154 　　　合　　　　　計 488,154

付記５　金蘭会セミナー
　　　収　　　　　入 　金　　額 　　　支　　　　　出 　金　　額
　年　会　費 214,000 　会　食　費 962,174
　当　日　会　費 920,500 　通　信　費 199,806
　飲　み　物　代 49,500 　講　演　料 100,000
　寄　　　付 10,000 　雑費(宛名シール、皆勤賞等) 55,280
　一般会計より補助 123,260
　　　合　　　　　計 1,317,260 　　　合　　　　　計 1,317,260


