
         平成26年4月1日～平成27年3月31日 （単位 千円）

備　　考

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 5010 0 0 0 0 5 0 5 5

受取基本財産利息 (5) (5) (5)

②入会金 0 0 0 0 500 0 500 0

入会金 (500) (500) 日本学生OL連盟

③会費収入 5150 0 0 0 0 1,900 0 1,900 1,800

受取会員会費 (1,900) (1,900) (1,800)

受取賛助会費 (0) 寄付金に移行

③事業収入 5210 4,780 2,395 60 0 0 0 7,235 6,420

受取参加料収入① (180) (1,510) (60) (1,750) (1,370) 講習会参加費、競技会参加費等

受取認定料収入 (250) (120) (370) (350) 指導員認定料、公認大会認定料

受取登録料収入 (2,680) (765) (3,445) (3,300) 競技者登録、指導員登録

受取受託料収入 (1,000) (1,000) (1,000)

受取販売売上収入 (450) (450) (400)

ロゲイニングシリーズ (220) (220)

④受取補助金等 5250 500 5,778 8,511 0 0 0 14,789 9,984

　toto (2,778) (2,778) (2,484)

　NAASH (3,000) (6,700) (9,700) (7,500)

　ミズノスポーツ振興基金 (500) (500) (1,000)

　JKA (1,311) (1,311)

⑤受取寄付金 5350 500 100 1,000 0 1,300 0 2,900 1,000

受取一般寄付金 (1,300) (1,300) (200)

受取使途指定寄付金　 (500) (100) (1,000) (1,600) (800)

⑥負担金収入 5310 250 3,908 13,842 0 0 0 18,000 12,340

受取賠償保険料 (108) (108) (108)

NAASH参加者負担金 (12,390) (12,390) (12,232)

補助事業参加者負担 (250) (3,800) (1,452) (5,502)

⑦広告収入 0

⑧雑収入 5410 0 0 0 0 24 0 24 24

受取利息 (5) (5) (5)

 雑収入 (19) (19) (19)

⑨新事業基金からの繰入 1,100 1,100 600

⑩前期繰入

(1)経常収益計 6,030 12,181 23,413 0 4,829 0 46,453 32,449
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(2)経常費用

①事業費 6110 5,408 12,348 25,087 430 0 0 43,273 29,474

給料手当 (364) (728) (1,456) (2,548) (2,456)

福利厚生費 (23) (12) (35) (35)

旅費交通費 (200) (340) (13,820) (14,360) (4,048) 海外競技会参加旅費含む

海外派遣費 (100) (3,834) (3,934) (9,707)

通信運搬費 (450) (30) (50) (530) (2,809)

消耗品費 (400) (1,619) (160) (2,179) (362)

印刷製本費 (370) (150) (50) (200) (770) (265)

賃借料 (166) (333) (665) (1,164) (1,134)

借損料 (30) (10) (20) (60) (2,441)

保険料 (126) (126) (122)

諸謝金 (200) (50) (410) (660) (1,870)

組織育成補助費 (1,600) (1,600) (500)

支払負担金 (405) (260) (665) (941)

支払助成金 (0)

震災復興支援費

器材教材仕入 (300) (1,400) (1,700) (100)

委託費 (1,100) (9,809) (878) (11,787) (2,684)

合宿等開催費用 (905) (905)

調査研究費 (200) (50) (250)

雑費等

②管理費 6210 0 0 57 0 3,123 0 3,085 2,649

給料手当 (1,092) (1,092) (1,054)

職員退職給付費用 (200)

福利厚生費 (15) (15) (15)

会議費 (10) (10)

旅費交通費 (940) (940) (540)

通信運搬費 (62) (62) (60)

消耗品費 (30) (30) (24)

印刷製本費 (0)

賃借料 (499) (499) (486)

借損料 (30) (30)

委託費 (180) (180) (180)

租税・公課 (70) (70) (70)

支払寄付金 (0)

雑費 (50) (50) (20)

渉外費

振込手数料 (57) (50) (107)

広告・宣伝費

　③予備費   95 95 26

  ④他会計への繰出額 300

　経常費用計 5,408 12,348 25,144 430 3,123 0 46,453 32,449

　当期経常増減額 0 0

2.　経常外増減の部

(1)経常外収益

(2)経常外費用

　　当期経常外増減額

     当期一般正味財産増減額

　　一般正味財産期首残高

　　一般正味財産期末残高

II　指定正味財産増減の部

　　当期指定正味財産増減額

　　指定正味財産期首残高

　　指定正味財産期末残高

III　 正味財産期末残高
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