
　　第１号議案

［単位：円］
科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度

款 項 目 予 算 額 決 算 額 内 訳

【経常収入の部】

  会費収入 〔18,600,000〕 〔18,320,000〕 〔△280,000〕

     通常会費 (18,600,000) (18,320,000) (△ 280,000)

        当年度会費 18,600,000 18,320,000 △ 280,000

10,000円×151名×12ｹ月=18,120,000円
10,000円×　1名×9ｹ月＝90,000円
10,000円×　1名×4ｹ月＝40,000円
10,000円×　1名×3ｹ月＝30,000円
10,000円×　1名×2ｹ月＝20,000円
10,000円×　2名×1ｹ月＝20,000円

  入会金収入 〔50,000〕 〔150,000〕 〔100,000〕

     入会金 (50,000) (150,000) (100,000)

        入会金 50,000 150,000 100,000 50,000円×3名=150,000円

  その他の収入 〔1,939,800〕 〔2,135,779〕 〔195,979〕

     受託費 (1,150,000) (1,150,000) 0

        事務受託費 1,150,000 1,150,000 0

     雑収入 (789,800) (985,779) (195,979)

        受取利息 800 971 171 普通預金利息

        雑入 789,000 984,808 195,808
入会事務負担金、登録手数料、会報広告料、
総務負担金、事務所賃貸料他

  経常収入合計 20,589,800 20,605,779 15,979

【その他資金収入の部】

  積立金取崩収入 〔4,000,000〕 〔98,880〕 〔△3,901,120〕

     積立金取崩収入 (4,000,000) (98,880) (△ 3,901,120)

        施設充実積立金 0 0 0

        財政調整積立金 4,000,000 0 △ 4,000,000

        退職引当積立金 0 98,880 98,880

  繰入金 〔6,000,150〕 〔5,676,734〕 〔△323,416〕

     繰入金 (6,000,150) (5,676,734) (△ 323,416)

        特別会計繰入金 6,000,150 5,676,734 △ 323,416 比例会費特別会計より繰入

  その他資金収入合計 10,000,150 5,775,614 △ 4,224,536

当期収入合計（Ａ） 30,589,950 26,381,393 〔△4,208,557〕

  繰越金 〔5,200,704〕 〔5,200,704〕 〔0〕

収入合計（Ｂ） 35,790,654 31,582,097 △ 4,208,557

増（△減）

　平成27年度一般会計収入支出決算書

自 平成27年４月１日　～　至　平成28年３月３１日
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科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度
款 項 目 予 算 額 決 算 額 内 訳

増（△減）

【経常支出の部】

  総務費 〔22,710,638〕 〔16,616,555〕 〔△6,094,083〕  

     一般管理費 (9,395,138) (8,976,197) (△ 418,941)

        給与 5,550,000 5,621,821 71,821 給与、賞与、時間外手当

        福利厚生費 950,000 992,372 42,372 社会保険料、労働保険料他

        旅費交通費 331,000 348,043 17,043 事務局職員通勤手当

        通信費 643,138 664,018 20,880 送料、振込手数料、電話、電報、FAX料他

        印刷費 212,000 198,234 △ 13,766 会員名簿、名刺、会封筒印刷他

        消耗品費 714,600 494,214 △ 220,386

　
Ａ2スキャナリース料、複合機リース料、事務用品、
コピー料金(資料地図・研修会資料を含む)

        図書費 50,000 25,404 △ 24,596 小六法、登記研究、登記情報

        管理諸費 236,400 233,211 △ 3,189
新聞代、火災保険料、会計ｿﾌﾄ保守料、
PCﾘｰｽ料、PCサポート料他

        修繕費 300,000 0 △ 300,000

        法務対策費 408,000 300,000 △ 108,000 顧問弁護士料

　　　 退職金 0 98,880 98,880

     業務管理費 (10,972,500) (6,289,984) (△ 4,682,516)

        役員報酬 1,884,000 1,857,000 △ 27,000

        旅費交通費 8,757,500 4,144,439 △ 4,613,061 出張旅費日当、会議日当交通費

        渉外費 321,000 281,572 △ 39,428
総会御祝金50,000円、受章御祝金80,000円、
大規模災害対策基金100,000円
日調連ゴルフ景品11,672円、外部慶弔他39,900円

        雑費 10,000 6,973 △ 3,027 預金残高証明書他

     会議費 (2,343,000) (1,350,374) (△ 992,626)

        総会費 1,500,000 811,602 △ 688,398 会場費、速記料、懇親会費用他

        理事会費 315,000 257,533 △ 57,467

        監査会費 18,000 14,688 △ 3,312

        綱紀委員会費 50,000 12,668 △ 37,332

        諸会議費 65,000 64,883 △ 117 お茶、コーヒー他

　　　 親睦会費 395,000 189,000 △ 206,000

  事業費 〔10,906,400〕 〔8,787,963〕 〔△2,118,437〕

     会議費 (500,000) (460,218) (△ 39,782)

        連合会総会費 40,000 175,620 135,620 支出分235,100円（4名出席）・連合会より戻り分59,480円

        ブロック協議会運営費 400,000 229,878 △ 170,122
中六総会会費、ゴルフ大会負担金、中六ゴルフ大会
助成金

        全国会長会議費 60,000 54,720 △ 5,280 支出分103,780円・連合会より戻り分49,060円

     調査研究費 (337,000) (84,412) (△ 252,588)

        総務・財務部会費 10,000 0 △ 10,000

        業務部会費 25,000 450 △ 24,550 会議時会場使用料

        研修部会費 25,000 0 △ 25,000

        広報部会費 20,000 0 △ 20,000

        社会事業部会費 25,000 0 △ 25,000

        諸委員会費 22,000 14,425 △ 7,575 中部地籍研究会会議費（福井開催）

        調査研究費 210,000 69,537 △ 140,463
調査研究材料代（公図研究委員会）、資料収集代
（公図、境界鑑定委員会）
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科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度
款 項 目 予 算 額 決 算 額 内 訳

増（△減）

     指導啓蒙費 (4,419,400) (3,122,175) (△ 1,297,225)

        研修費 1,050,000 678,695 △ 371,305
新人会員研修・定例会員研修費用、その他研修費
用、Web中継ｼｽﾃﾑﾘｰｽ・保守料、ﾗｲﾌﾞｵﾝｲﾝﾄﾗﾊﾟｯｸｻｰﾊﾞｰ
料他

        支部交付金 1,860,000 1,832,000 △ 28,000

1,000円×151名×12ｹ月=1,812,000円
1,000円×　1名×9ｹ月＝9,000円
1,000円×　1名×4ｹ月＝4,000円
1,000円×　1名×3ｹ月＝3,000円
1,000円×　1名×2ｹ月＝2,000円
1,000円×　2名×1ｹ月＝2,000円

        厚生諸費 240,000 240,000 0
ゴルフ大会補助(福井開催）152,000円、健診補
助88,000円

        啓蒙諸費 1,269,400 371,480 △ 897,920

ＨＰ保守料、カレンダー160部、リーガルガーデン利
用契約料（2年目分）、会則・規則集追録分印刷代
180部、懲戒処分事例集180冊、資料地図開示用地図
コピー代

     広報費 (1,050,000) (594,158) (△ 455,842)

        会報出版費 390,000 399,600 9,600 おたより調　360部(２回分)

        広報諸費 660,000 194,558 △ 465,442
無料登記相談会費用、新聞広告料、FBCリレーマラ
ソン費用

     負担金 (4,600,000) (4,527,000) △ 73,000

        連合会費 4,185,000 4,113,000 △ 72,000

2,250円×154名×3ｹ月＝1,039,500円
2,250円×153名×3ｹ月＝1,032,750円
△2,250円×3名×1ｹ月＝△6,750円
2,250円×152名×3ｹ月＝1,026,000円
2,250円×　1名×2ｹ月＝△4,500円
2,250円×152名×3ｹ月＝1,026,000円

        ブロック協議会費 355,000 354,000 △ 1,000
均等割                  200,000円
会員数割 1,000円×154名=154,000円

        諸会費 60,000 60,000 0 士業団体協議会会費

  諸支出金 〔500,000〕 〔251,480〕 〔△248,520〕

     慶弔慰費 (500,000) (251,480) (△ 248,520)

        慶弔慰費 500,000 251,480 △ 248,520 会員及び親族慶弔

  経常支出合計 34,117,038 25,655,998 △ 8,461,040

【その他資金支出の部】

  財産取得費 〔100,000〕 〔0〕 〔△100,000〕

     財産取得費 (100,000) (0) (△ 100,000)

        備品購入費 100,000 0 △ 100,000

  積立金組入 〔370,200〕 〔367,057〕 〔△3,143〕

     積立金組入 (370,200) (367,057) (△ 3,143)

        施設充実積立金 80,100 80,100 0

        財政調整積立金 80,100 80,100 0

        退職引当積立金 210,000 206,857 △ 3,143

  繰入金支出 〔1,107,495〕 〔908,002〕 〔△199,493〕

     繰入金支出 (1,107,495) (908,002) (△ 199,493)

        合同会館維持
        管理会計繰入金

700,000 688,002 △ 11,998 分担金

        収益事業
        特別会計繰入金

200,000 180,000 △ 20,000

        ＡＤＲセンター
        特別会計繰入金

207,495 40,000 △ 167,495

  予備費 〔95,921〕 〔0〕 〔△95,921〕

  その他資金支出合計 1,673,616 1,275,059 △ 398,557

当期支出合計（Ｃ） 35,790,654 26,931,057 △ 8,859,597

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） △ 5,200,704 △ 549,664 4,651,040
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科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度
款 項 目 予 算 額 決 算 額 内 訳

増（△減）

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 0 4,651,040 4,651,040
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［単位：円］

科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度

款        項        目 予 算 額 決 算 額 内       訳

【経常収入の部】

  比例会費 〔6,000,000〕 〔5,676,600〕 [△323,400]

     比例会費 (6,000,000) (5,676,600) (△323,400)

        比例会費 6,000,000 5,676,600 △ 323,400

  受取利息 〔150〕 〔134〕 [△16]

     受取利息 (150) (134) (△16)

        受取利息 150 134 △ 16

  経常収入合計 6,000,150 5,676,734 △ 323,416

【その他資金収入の部】

      その他資金収入合計 0 0 0

　当期収入合計（Ａ） 6,000,150 5,676,734 △ 323,416

  繰越金 〔0〕 [0] [0]

収入合計（Ｂ） 6,000,150 5,676,734 △ 323,416

【経常支出の部】

  証紙印刷費 〔0〕 〔0〕 [0]

     証紙印刷費 (0) (0) (0)

        証紙印刷費 0 0 0

      経常支出合計 0 0 0

【その他資金支出の部】

  繰入金支出 〔6,000,150〕 〔5,676,734〕 [△323,416]

     繰入金支出 (6,000,150) (5,676,734) (△323,416)

        一般会計繰入金 6,000,150 5,676,734 △ 323,416

  その他資金支出合計 6,000,150 5,676,734 △ 323,416

  当期支出合計（Ｃ） 6,000,150 5,676,734 △ 323,416

  当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 0 0 0

次期繰越差額（Ｂ）－（Ｃ） 0 0 0

平成27年度比例会費特別会計収入支出決算書

増（△減）

　　　　　　　　　　　　　自 平成27年4月1日 ～　至　平成28年3月31日
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［単位：円］

科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度

款        項        目 予 算 額 決 算 額 内       訳

【経常収入の部】

  用紙・標識頒布収入 〔900,000〕 〔847,550〕 [△52,450]

     用紙・標識頒布収入 (900,000) (847,550) (△52,450)

        用紙頒布収入 350,000 290,600 △ 59,400

        標識頒布収入 550,000 556,950 6,950

  他収入 〔381,000〕 〔377,153〕 [△3,847]

     他収入 (381,000) (377,153) (△3,847)

        職印証明書発行手数料 30,000 19,000 △ 11,000

        資料地図開示手数料収入 300,000 304,000 4,000

        保険事務手数料 50,000 50,000 0

        その他収入 1,000 4,153 3,153

  受取利息 〔100〕 〔58〕 [△42]

     受取利息 (100) (58) (△42)

        受取利息 100 58 △ 42

  経常収入合計 1,281,100 1,224,761 △ 56,339

【その他資金収入の部】

  繰入金 〔200,000〕 〔180,000〕 [△20,000]

     繰入金 (200,000) (180,000) (△20,000)

        一般会計繰入金 200,000 180,000 △ 20,000 一般会計からの繰入

  その他資金収入合計 200,000 180,000 △ 20,000

　当期収入合計（Ａ） 1,481,100 1,404,761 △ 76,339

  繰越金 〔41,019〕 〔41,019〕 [0]

収入合計（Ｂ） 1,522,119 1,445,780 △ 76,339

【経常支出の部】

  用紙・標識購入費 〔813,000〕 〔677,445〕 [△135,555]

     用紙・標識購入費 (813,000) (677,445) (△135,555)

        用紙購入費 320,000 359,910 39,910

        境界標識購入費 490,000 312,120 △ 177,880

        諸費用 3,000 5,415 2,415

  雑費 〔126,000〕 〔129,600〕 [3,600]

  総務負担金 〔500,000〕 〔487,782〕 [△12,218]

  経常支出合計 1,439,000 1,294,827 △ 144,173

【その他資金支出の部】

　繰入金支出 〔0〕 〔0〕 [0]

　　繰入金支出 (0) (0) (0)

　　　一般会計繰入金 0 0 0

  予備費 〔3,119〕 〔0〕 [△3,119]

  その他資金支出合計 3,119 0 △ 3,119

  当期支出合計（Ｃ） 1,442,119 1,294,827 △ 147,292

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 38,981 109,934 70,953

　法人税・住民税（Ｄ） 80,000 80,000 0

次期繰越差額（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ） 0 70,953 70,953

増（△減）

平成27年度収益事業特別会計収入支出決算書
　　　　　　　　　　　　　自 平成27年4月1日 ～　至　平成28年3月31日
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［単位：円］

科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度

款        項        目 予算額 決算額 内       訳

【収入の部】

  事業収入 〔925,005〕 〔364,978〕 [△560,027]

     事業収入 (925,005) (364,978) (△560,027)

　　　　相談手数料 100,000 0 △ 100,000

　　　　事前調査費用 40,000 104,974 64,974

　　　　調停申立料 40,000 0 △ 40,000

　　　　調停期日手数料 120,000 30,000 △ 90,000

　　　　調査測量費用 500,000 105,000 △ 395,000

　　　　書面作成料 20,000 20,000 0

　　　　成立手数料 105,000 105,000 0

　　　　雑収入 5 4 △ 1

  繰入金 〔207,495〕 〔40,000〕 [△167,495]

     繰入金 (207,495) (40,000) (△167,495)

        一般会計繰入金 207,495 40,000 △ 167,495 一般会計からの繰入

  収入合計 1,132,500 404,978 △ 727,522

　当期収入合計（Ａ） 1,132,500 404,978 △ 727,522

  繰越金 〔25,645〕 〔25,645〕 [0]

収入合計（Ｂ） 1,158,145 430,623 △ 727,522

【支出の部】

  総務費 〔194,000〕 〔59,870〕 [△134,130]

     一般管理費 (50,000) (2,953) (△47,047)

　　　　通信費 10,000 2,953 △ 7,047

　　　　印刷費 10,000 0 △ 10,000

　　　　図書費 10,000 0 △ 10,000

　　　　支払手数料 5,000 0 △ 5,000

　　　　雑費 15,000 0 △ 15,000

     業務管理費 (144,000) (56,917) (△87,083)

　　　　旅費交通費 144,000 56,917 △ 87,083

  事業費 〔928,500〕 〔354,974〕 [△573,526]

     事業運営費 (861,000) (354,974) (△506,026)

　　　　運営委員会費 6,000 0 △ 6,000

　　　　相談委員費 100,000 0 △ 100,000

　　　　事前調査費 40,000 104,974 64,974

　　　　調停委員費 90,000 20,000 △ 70,000

　　　　調査測量費 500,000 105,000 △ 395,000

　　　　書面作成料 20,000 20,000 0

　　　　成立手数料 105,000 105,000 0

　　　調査研究費 (67,500) (0) (△67,500)

　　　　研修会費 67,500 0 △ 67,500

  その他支出 〔35,645〕 〔0〕 [△35,645]

     雑費 (35,645) (0) (△35,645)

　　　　雑費 35,645 0 △ 35,645

  支出合計 1,158,145 414,844 △ 743,301

  当期支出合計（Ｃ） 1,158,145 414,844 △ 743,301

  当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） △ 25,645 △ 9,866 15,779

次期繰越差額（Ｂ）－（Ｃ） 0 15,779 15,779

平成27年度ＡＤＲセンター特別会計収入支出決算書

増（△減）

　　　　　　　　　　　　　　　自 平成27年4月1日　～　至 平成28年3月31日
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