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収　　支　　予　　算　　書

2021年4月1日　から　2022年3月31日

(単位:円)

I.一般正味財産増減の部

1.経常増減の部

(1)経常収益

受取登録料

競技運営費収入

県記録会

県選手権

国体予選・県語録

長距離記録会

強化普及活動収入

強化部

普及部

助成金収入

主管業務委託収入

物品販売等収入
プログラム等売上

審判講習会

県外大会承認料

預金利息

雑収入

経常収益計

(2)経常費用

競技運営費用

競技部

審判部

強化普及費用

強化部

普及部

委員会費用

競技場管理委員会

財務委員会

総務委員会

委員会活動費
一般管理費

理事長費

事務所費

運営費

5, 500, 000

1, 900, 000

l, 800, 000

450, 000

9, 852, 000

970, 000

1, 235, 000

300, 000

60, 000

10, 275, 000

860, 000

20, 600, 000

4, 060, 000

240, 000

250, 000

750, 000

420, 000

500, 000

3, 760, 000

6, 210, 000

29, 980, 000

l, 580, 000

3, 750, 000



分担金

保険料

雑費

経常費用計

当期経常増減額

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

(2)経常外費用

当期一般正味財産増減額

関東大会等運営補助金
90周年記念事業

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ.指定正味財産の部
指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

Ⅱ.正味財産期末残高

13, 000, 000

3, 000, 000

3, 000, 000

前期繰越金

前期繰越金(出資金)

14, 200, 000

600, 000

100, 000

1, 000, 000

l, 000, 000



収　支　予　算　書　内　訳　表 

2021年4月l日　から2022年3月31日 

(単位:円) 

一　　般　　会　　計 ���法人会計 �合計 

競技運営 �強化及び普及 �物品販売 

工.一般正味財産増減の部 l.経常増減の部 (l)経常収益 受取登録料 �13,700,000 �16,280,000 9,852,000 �l,105,000 130,000 300,000 �60,000 �29,980,000 

競技運営委員会収入 �9,650,000 l,580,000 ����10,755,000 

強化普及委員会収入 �����9,852,000 

強化普及委員会収入 ��970,000 2,800,000 ���l,100,000 

助成金収入 �����lタ58年000 

事務局収入 �����60,000 

主管業務委託収入 �950,000 ���l,000 �3,750,000 

預金利息 �����l,000 

雑収入 ����30,000 �330,000 

経常収益計 �25,880,000 �29,902,000 �l,535,000 �9l,000 �57,.408,000 

(2)経常費用 事業費 　競技都県語録会 �4,O10,000 �400,000 �380,000 �130,000 �4,390,000 

県選手権 �2,155,000 ��295,000 ��2,450,000 

国体予選・県語録会 �l,650,000 ��130,000 300,000 180,000 ��1,780,、000 

長距離記録会 �700,000 ����700,000 

実業団学生 �350,000 ����350,.000 

会議費 �330,000 ����330,000 

旅費 �140,000 ����140,000. 

消耗品費 �100,000 ����100,000 

役務費 �30,000 ����130,、000 

雑費 �5,000 ����5,000 

審判部会議費 �30,000 ����30,000 

旅費 �120,000 ����120,000 

役務費 �220,000 ����220,000 

審判講習会 �����300,000 

研修費 �150,000 ����150,000 

消耗品費 �40,000 240,000 ����40,000 

強化部会議費 �����1400,000 

大会費 ��11,600,000 ���工l,600,000 

強化事業費 ��8,600,000 ���8,600,000 

普及部会議費 ��160,000 ���160,000 

全国大会参加費 ��700,000 ���700,000 

大会費 ��2,820,000 ���3,000;000 

研修費 ��200,000 60,000 ���200,000 

競技場管理委員会 �����240,000 

財務委員会 �60,000 ����250,000 

総務委員会 �250,000 �250,000 ��250,000 �750,000 

委員会活動費 一般管理費 理事長費理事長費 �185,000 125,000 �185,000 125,000 ��50,000 250,000 �420,000 500,000 

事務所費人件費 �600,000 �600,000 ��550,000 �1,7印,000 

事務所賃料 �550,000 �550,000 ��520,000 �l,牟礼000 

水道光熱費 �30,000 �30,000 ��50,000 �110;000 

役務費 �30,000 �30,000 ��90,000 �、1年0,000 

消耗品費 �30,000 �30,000 ��40,000 �100,000 



雑費 �0 665,000 75,000 �0 �950,000 �30,000 �30,000 

運営費旅費 ��665,000 75,000 ��100,000 0 0 0 100,000 �1,430,000 

印刷費 �����・950,000 

役務費 �����150, �000 

消耗品費 �250,000 �250,000 ���500,000 

会議黄 �225,000 �225,000 ���550,000 

賃借料 �160,000 �160,000 ��80,000 �・400,0001 

経理業務顧問料 �400,000 �400,000 ��200,000 0 0 0 0 0 100,000 �l,000,000 

報奨費 �310,000 �310,000 0 150,000 ���620,000 

大会費 �310,000 ����310,000 

慶弔費 �150,000 ����ふ　300,000 

分担金 �9,650,000 �4,550,000 ���弓4,/200,000 

保険料 �300,000 �300,000 ���’600,000 

雑費 �����100,000 

経常費用計 �2互625,000 �33,425タ000 �2ま235,000 �2,540,000 �62,825,000 

2.経常外増減の部 (1)経常外収益 (2)経常外費用 �i � � �0 �0 

当期一般正味財産増減額 �l,255,000 �-3,523〉000 �-了00,000 �-2,449,0的 �一㌦417,000 

関東大会等運営補助金 ����1,000,000 �ら000, �000 

90周年記念事業 ����l,000,000 　0 �1,000,000 

他勘定振替額 �����0 
一般正味財産期首残高 � � � �13,000,000 �13,000 �000 

一般正味財産期末残高 ����6,583,000 �6,583 �000 

Ⅱ.指定正味財産増減の部 � � � � � 

指定正味財産期首残高 � � � �3,000,000 �○○　3,OQO �000 

指定正味財産期末残高 ����3,000,000 �、′・′し　3語00 �000 

Ⅲ.正味財産期末残高 � � � � �∴6タ湾3, �000 


