
［単位：円］

科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度 平成28年度

款 項 目 予 算 額 決 算 額 予 算 額 内　　訳

【経常収入の部】

  会費収入 〔18,600,000〕 〔18,320,000〕 〔18,480,000〕

     通常会費 (18,600,000) (18,320,000) (18,480,000)

        当年度会費 18,600,000 18,320,000 18,480,000
10,000円×154名（現152名）×12ヶ月
=18,480,000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 2名

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

     受託費 (1,150,000) (1,150,000) (1,150,000)

        事務受託費 1,150,000 1,150,000 1,150,000
福井支部事務受託費1,100,000円、
合同会館事務受託費50,000円

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

        受取利息 800 971 800 普通預金利息

        雑入 789,000 984,808 789,000
入会事務局負担金、登録手数料、
会報広告料、総務負担金（収益事業経費）
政治連盟事務所賃貸料

  経常収入合計 20,589,800 20,605,779 20,519,800

【その他資金収入の部】

  積立金取崩収入 〔4,000,000〕 〔98,880〕 〔4,000,000〕

     積立金取崩収入 (4,000,000) (98,880) (4,000,000)

        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 0

  繰入金 〔6,000,150〕 〔5,676,734〕 〔6,000,150〕

     繰入金 (6,000,150) (5,676,734) (6,000,150)

        特別会計繰入金 6,000,150 5,676,734 6,000,150 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 10,000,150

当期収入合計（Ａ） 30,589,950 26,381,393 30,519,950

  繰越金 〔5,200,704〕 〔5,200,704〕 〔4,651,040〕

収 入 合 計 （ Ｂ ） 35,790,654 31,582,097 35,170,990

平成28年度一般会計収入支出予算

自 平成28年4月1日　～ 至 平成29年3月31日
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科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度 平成28年度

款 項 目 予 算 額 決 算 額 予 算 額 内　　訳

【経常支出の部】

  総務費 〔22,710,638〕 〔16,616,555〕 〔22,188,038〕

     一般管理費 (9,395,138) (8,976,197) (10,380,538)

        給与 5,550,000 5,621,821 5,600,000 給与、賞与、時間外手当

        福利厚生費 950,000 992,372 880,000 健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料

        旅費交通費 331,000 348,043 310,000 事務局職員通勤手当 他

        通信費 643,138 664,018 613,138 郵便料、振込手数料、電話、電報、FAX料他

        印刷費 212,000 198,234 258,000 封筒、会員証、役員名刺 他

        消耗品費 714,600 494,214 735,000
コピー代400,000円、複合機リース240,000円
他

        図書費 50,000 25,404 50,000
登記小六法6,500円、登記研究9,500円、登記
情報11,000円他

        管理諸費 236,400 233,211 1,376,400

新聞代32,000円、火災保険料40,000円、会計
システムメンテ53,000円、ＰＣリース代月額
6,930円、PC保守料26,400円、会員管理ソフ
ト・給与ソフト1,130,000円、保存文書廃棄
10,000円他

        修繕費 300,000 0 150,000

        法務対応費 408,000 300,000 408,000
顧問弁護士300,000円、社会保険労務士108,000
円（単年度のみ）

　　　退職金 0 98,880 0

     業務管理費 (10,972,500) (6,289,984) (9,434,500)

        役員報酬 1,884,000 1,857,000 1,884,000
会長月額55,000円、副会長月額14,000円、部長
月額5,000円、理事・監事月額3,000円

        旅費交通費 8,757,500 4,144,439 7,219,500 各種会議・研修行事等の出席旅費及び日当

        渉外費 321,000 281,572 321,000
友好団体慶弔費60,000円、他会総会祝金
50,000円、大規模災害基金100,000円、交際費
100,000円、日調連ゴルフ景品代

        雑費 10,000 6,973 10,000

     会議費 (2,343,000) (1,350,374) (2,373,000)

        総会費 1,500,000 811,602 1,540,000
定時総会まつや千々160万-負担金分50万=110
万円、定時総会速記料12万円、臨時総会費32万
円（速記料を含む）

        理事会費 315,000 257,533 315,000
役員懇親会（5,000円×20名＝10万円）
法務相談（顧問弁護士43,000円×5回＝215,000
円）

        監査会費 18,000 14,688 18,000 昼食代

        綱紀委員会費 50,000 12,668 50,000 調査資料　他

        諸会議費 65,000 64,883 70,000 各種会議お茶・コーヒー　他

　　　 親睦会費 395,000 189,000 380,000 1役職につき各5千円まで
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科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度 平成28年度

款 項 目 予 算 額 決 算 額 予 算 額 内　　訳

  事業費 〔10,906,400〕 〔8,787,963〕 〔10,606,800〕

     会議費 (500,000) (460,218) (320,000)

        連合会総会費 40,000 175,620 40,000
日当8,000円×2名×2日＝32,000円、食事代
4,000円×2名＝8,000円

        ブロック協議会運営費 400,000 229,878 220,000
中六総会負担金20,000円×10名＝20万円
中六ゴルフ運営費2万円

        全国会長会議費 60,000 54,720 60,000 8,000円×2日×3回（日当）＝48,000円　4,000円×3回
（食事代）＝12,000円

        諸会議費 0 0 0

     調査研究費 (337,000) (84,412) (337,000)

        総務･財務部会費 10,000 0 10,000 総務・財務部会

        業務部会費 25,000 450 25,000 業務部会

        研修部会費 25,000 0 25,000 研修部会

        広報部会費 20,000 0 20,000 広報部会

        社会事業部会費 25,000 0 25,000 社会事業部会

        諸委員会費 22,000 14,425 22,000 公図研究委員会、境界鑑定委員会

        調査研究費 210,000 69,537 210,000
地籍研究費(測量再現関係費他）200,000円、境界
鑑定参考資料代10,000円

     指導啓蒙費 (4,419,400) (3,122,175) (4,250,800)

        研修費 1,050,000 678,695 1,040,000
本会研修会、新人研修会（自主を含む）、
鑑定講座、遠隔地中継システムリース料、ﾗｲ
ﾌﾞｵﾝｲﾝﾄﾗﾊﾟｯｸｻｰﾊﾞｰ料

        支部交付金 1,860,000 1,832,000 1,848,000 1,000円×154名× 12ヶ月

        厚生諸費 240,000 240,000 180,000
健康診断助成130,000円
中六ゴルフ助成金50,000円

        啓蒙諸費 1,269,400 371,480 1,182,800

会則・規則集追録150,000円、カレンダー40,000
円、日本加除出版「リーガルガーデン」（3年目）
30,800円、ＨＰサーバーレンタル200,000円、制度
推進活動費90,000円、実務勉強会50,000円、ＨＰ
リニューアル432,000円、資料収集費（外注）
80,000円他

     広報費 (1,050,000) (594,158) (1,100,000)

        会報出版費 390,000 399,600 390,000 おたより調390,000円

        広報諸費 660,000 194,558 710,000
新聞広告200,000円、制度広報450,000円、相談
会会場60,000円他

     負担金 (4,600,000) (4,527,000) (4,599,000)

        連合会費 4,185,000 4,113,000 4,185,000 2,250円×154名×12ヶ月

        ブロック協議会費 355,000 354,000 354,000
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 60,000 士業団体協議会会費
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科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度 平成28年度

款 項 目 予 算 額 決 算 額 予 算 額 内　　訳

  諸支出金 〔500,000〕 〔251,480〕 〔500,000〕

     慶弔慰費 (500,000) (251,480) (500,000)

        慶弔慰費 500,000 251,480 500,000 会員及び親族慶弔、会員受賞祝金他

  経常支出合計 34,117,038 25,655,998 33,294,838

【その他資金支出の部】

  財産取得費 〔100,000〕 〔0〕 〔400,000〕

     財産取得費 (100,000) (0) (400,000)

        備品購入費 100,000 0 400,000 シュレッダー、ＰＣバックアップシステム

  積立金組入 〔370,200〕 〔367,057〕 〔340,000〕

     積立金組入 (370,200) (367,057) (340,000)

        施設充実積立金 80,100 80,100 0 (前年度比例会費の決算額－予算額)の1/2

        財政調整積立金 80,100 80,100 0 (前年度比例会費の決算額－予算額)の1/2

        退職引当積立金 210,000 206,857 340,000

  繰入金支出 〔1,107,495〕 〔908,002〕 〔1,061,140〕

     繰入金支出 (1,107,495) (908,002) (1,061,140)

        合同会館維持
        管理会計繰入金

700,000 688,002 700,000 分担金

        収益事業
        特別会計繰入金

200,000 180,000 200,000 収益事業特別会計への繰入

　　　　ＡＤＲセンター
　　　　特別会計繰入金

207,495 40,000 161,140 ADRセンター特別会計への繰入

  予備費 〔95,921〕 〔0〕 〔75,012〕  

  その他資金支出合計 1,673,616 1,275,059 1,876,152

当 期 支 出 合 計 （ Ｃ ） 35,790,654 26,931,057 35,170,990

当期収支差額　　　（Ａ）－（Ｃ） △ 5,200,704 △ 549,664 △ 4,651,040

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） (0) 4,651,040 (0)

 　但し、同一款内流用をすることができる。
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［単位：円］

科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度 平成28年度
款        項        目 予算額 決算額 予算額 内       訳

【経常収入の部】

  比例会費 〔6,000,000〕 〔5,676,600〕 〔6,000,000〕

     比例会費 (6,000,000) (5,676,600) (6,000,000)

        比例会費 6,000,000 5,676,600 6,000,000

  受取利息 〔150〕 〔134〕 〔150〕

     受取利息 (150) (134) (150)

        受取利息 150 134 150

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

【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 6,000,150

  繰越金 〔0〕 〔0〕 〔0〕

収　入　合　計（Ｂ） 6,000,150 5,676,734 6,000,150

【経常支出の部】

印刷費 〔0〕 〔0〕 〔0〕

　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〕 〔6,000,150〕

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

        一般会計繰入金 6,000,150 5,676,734 6,000,150 一般会計への繰入

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

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

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 0 0 0

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 0 0 0

平成28年度比例会費特別会計収入支出予算（案）
自 平成28年4月1日　～ 至 平成29年3月31日
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［単位：円］

科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度 平成28年度

款        項        目 予算額 決算額 予算額 内       訳

【経常収入の部】

  用紙・標識頒布収入 〔900,000〕 〔847,550〕 〔900,000〕

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

        用紙頒布収入 350,000 290,600 350,000

        標識頒布収入 550,000 556,950 550,000

  他収入 〔381,000〕 〔377,153〕 〔384,000〕

     他収入 (381,000) (377,153) (384,000)

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

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

        保険事務手数料 50,000 50,000 50,000

        その他収入 1,000 4,153 4,000

  受取利息 〔100〕 〔58〕 〔100〕

     受取利息 (100) (58) (100)

        受取利息 100 58 100

 経常収入合計 1,281,100 1,224,761 1,284,100

【その他資金収入の部】

  繰入金 〔200,000〕 〔180,000〕 〔200,000〕

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

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

 その他資金収入合計 200,000 180,000 200,000

当期収入合計（Ａ） 1,481,100 1,404,761 1,484,100

 繰越金 〔41,019〕 〔41,019〕 〔70,953〕

収　入　合　計（Ｂ） 1,522,119 1,445,780 1,555,053

【経常支出の部】

  　用紙・標識購入費 〔813,000〕 〔677,445〕 〔813,000〕

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

        　用紙購入費 320,000 359,910 320,000

        　境界標識購入費 490,000 312,120 490,000

       　 諸費用 3,000 5,415 3,000 郵送料

    雑費 〔126,000〕 〔129,600〕 〔126,000〕 税理士顧問料

　　総務負担金 〔500,000〕 〔487,782〕 〔500,000〕 収益事業経費予想額

  経常支出合計 1,439,000 1,294,827 1,439,000

【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〕 〔36,053〕

 その他資金支出合計 3,119 0 36,053

当期支出合計（Ｃ） 1,442,119 1,294,827 1,475,053

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 38,981 109,934 9,047

法人税・住民税（Ｄ） 80,000 80,000 80,000

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ）－（Ｄ） 0 70,953 0

平成28年度収益事業特別会計収入支出予算（案）
自 平成28年4月1日　～ 至 平成29年3月31日
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至 平成29年3月31日 ［単位：円］

科　　　　　　目 平成27年度 平成27年度 平成28年度

款        項        目 予算額 決算額 予算額 内       訳

【収入の部】

  事業収入 [925,005] 〔364,978〕 [885,005]

     事業収入 (925,005) (364,978) (885,005)

　　　　相談手数料 100,000 0 60,000 20,000円×3件

　　　　事前調査費用 40,000 104,974 40,000 20,000円×2件

　　　　調停申立料 40,000 0 40,000 20,000円×2件

　　　　調停期日手数料 120,000 30,000 120,000 （30,000円×2回）×2件

　　　　調査測量費用　　　 500,000 105,000 500,000 500,000円×1件

　　　　書面作成料 20,000 20,000 20,000 20,000円×1件

　　　　成立手数料 105,000 105,000 105,000 105,000円×1件

　　　　雑収入 5 4 5 事務手数料、利息

  繰入金 [207,495] 〔40,000〕 [161,140]

     繰入金 (207,495) (40,000) (161,140)

        一般会計繰入金 207,495 40,000 161,140 一般会計より繰入

  収入合計 1,132,500 404,978 1,046,145

　当期収入合計（Ａ） 1,132,500 404,978 1,046,145

  繰越金 [25,645] 〔25,645〕 [15,779]

収入合計（Ｂ） 1,158,145 430,623 1,061,924

【支出の部】

  総務費 [194,000] 〔59,870〕 [162,000]

     一般管理費 (50,000) (2,953) (50,000)

　　　　通信費 10,000 2,953 10,000

　　　　印刷費 10,000 0 10,000

　　　　図書費 10,000 0 10,000

　　　　支払い手数料 5,000 0 5,000

　　　　雑費 15,000 0 15,000

     業務管理費 (144,000) (56,917) (112,000)

　　　　旅費交通費 144,000 56,917 112,000 他会シンポ等、委員会・日当交通費

  事業費 [928,500] 〔354,974〕 [888,500]

     事業運営費 (861,000) (354,974) (821,000)

　　　　運営委員会費 6,000 0 6,000

　　　　相談委員費 100,000 0 60,000 （弁10,000円×1名、調5,000円×2名）×3件

　　　　事前調査費 40,000 104,974 40,000 20,000円×2件 

　　　　調停委員費 90,000 20,000 90,000
（弁10,000円×1名、調5,000円×2名）×2回×2件
相手方との調整日当等5,000円×2件

　　　　調査測量費 500,000 105,000 500,000 500,000円×1件

　　　　書面作成料 20,000 20,000 20,000 20,000円×1件

　　　　成立手数料 105,000 105,000 105,000 105,000円×1件

　　　調査研究費 (67,500) (0) (67,500)

　　　　研修会費 67,500 0 67,500
資料代、講師謝礼50,000円×1名　会場費7,500円
×1回、講師旅費交通費など

  その他支出 [35,645] [0] [11,424]

     雑費 (35,645) (0) (11,424)

　　　　雑費 35,645 0 11,424

  支出合計 1,158,145 414,844 1,061,924

  当期支出合計（Ｃ） 1,158,145 414,844 1,061,924

  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 0

 　但し、同一款内流用をすることができる。

平成28年度ADRセンター特別会計収入支出予算（案）
自 平成28年4月1日　～
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