
［単位：円］

科　　　　　　目 令和2年度 令和2年度 令和3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 〔28,992,000〕 〔28,992,000〕 〔28,992,000〕

     通常会費 (28,992,000) (28,992,000) (28,992,000)

        当年度会費 28,992,000 28,992,000 28,992,000
16,000円×151人（現151人）×12ヶ月
=28,992,000円

  入会金収入 〔100,000〕 〔250,000〕 〔100,000〕

     入会金 (100,000) (250,000) (100,000)

        入会金 100,000 250,000 100,000 入会費毎年2人と仮定＠50,000円×2人

  その他の収入 〔2,120,050〕 〔3,308,141〕 〔2,120,050〕

     受託費 (1,900,000) (1,879,867) (1,900,000)

        事務受託費 1,900,000 1,879,867 1,900,000

福井支部事務受託費　　　　　1,100,000円
合同会館事務受託費　　　　　　250,000円
桐栄サービス受託費　　　　　　　50,000円
収益事業受託費（総務負担金）500,000円

     雑収入 (220,050) (916,274) (220,050)

        受取利息 50 106 50 普通預金利息

        雑入 220,000 916,168 220,000 入会事務局負担金、登録手数料、広告収入

　　受取助成金 0 (512,000) 0

　　　　受取助成金 0 512,000 0
連合会調査士の日50,000円予定
連合会　　　　　　　160,000円予定

  経常収入合計 31,212,050 32,550,141 31,212,050

【その他資金収入の部】

  積立金取崩収入 〔0〕 〔0〕 〔1,100,000〕

     積立金取崩収入 (0) (0) (1,100,000)

        施設充実積立金 0 0 1,100,000
施設充実積立金（会長室50万円、
3階修繕60万円）110万円

        財政調整積立金 0 0 0

  繰入金 〔1,000,000〕 〔666,001〕 〔0〕

     繰入金 (1,000,000) (666,001) (0)

        特別会計繰入金 1,000,000 666,001

  その他資金収入合計 1,000,000 666,001 1,100,000

当期収入合計（Ａ） 32,212,050 33,216,142 32,312,050

  繰越金 〔4,801,824〕 〔4,801,824〕 〔9,304,404〕

収 入 合 計 （ Ｂ ） 37,013,874 38,017,966 41,616,454

令和3年度一般会計収入支出予算書

自　令和3年4月1日～至　令和4年3月31日



科　　　　　　目 令和2年度 令和2年度 令和3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 〔18,108,620〕 〔15,420,963〕 〔19,849,540〕

     一般管理費 (11,040,400) (10,668,225) (12,418,400)

        給与 7,002,000 6,700,505 7,180,000 給与、賞与、時間外手当、パート職員給与

        福利厚生費 1,400,000 1,348,136 1,500,000

健康保険料,厚生年金保険料1,000,000円
労働保険料75,000円
中退共324,000円
その他101,000円

        旅費交通費 350,000 328,800 350,000 事務局職員通勤手当 他

        通信費 615,000 575,395 651,000
郵便料140,000円,振込手数料70,000円,
電話、電報175,000円,配送料216,000円
他50,000円

        印刷費 60,000 61,985 505,000 封筒、会員証 会員名簿

        消耗品費 614,000 492,375 666,000
コピー代180,000円、複合機リース220,000
円、トナー、コピー用紙事務用品他266,000
円

        図書費 30,000 21,109 30,000
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 469,400 452,720 536,400
事務局パソコンリース料242,400円
PCサポート180,000円、ソフト操作指導料
104,000円、保存文書廃棄10,000円他

        修繕費 200,000 387,200 700,000 会長室修繕　500,000円　その他200,000円

        法務対応費 300,000 300,000 300,000 顧問弁護士300,000円

     業務管理費 (6,028,220) (4,258,457) (6,461,140)

        役員報酬 1,848,000 1,848,000 1,908,000
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 3,649,220 2,285,454 4,022,140
各種会議・研修行事等の交通費、日当（県内
旅費において積上げ金額の80%計上）

        渉外費 521,000 120,000 521,000

友好団体慶弔費60,000円、他会総会祝金
200,000円、日調連ゴルフ11,000円大規模災
害基金100,000円、交際費・接待費50,000
円、講師接待費100,000円

        雑費 10,000 5,003 10,000

     会議費 (1,040,000) (494,281) (970,000)

        総会費 420,000 146,387 250,000
来賓出席式典及び懇親会中止

        理事会費 105,000 50,000 220,000 役員懇親会（5,000円×22名＝11万円）×2回

        諸会議費 100,000 129,992 100,000
各種会議お茶・コーヒー5万円、監査会昼食
代1万円、綱紀委員会費3万円、予算編成会議
昼食代1万円

　　　 親睦会費 415,000 167,902 400,000
1役職につき各5,000円、各部親睦会費に
副会長分を加算



科　　　　　　目 令和2年度 令和2年度 令和3年度

款 項 目 予 算 額 決 算 額 予 算 額 内　　訳

  事業費 〔9,470,920〕 〔8,173,653〕 〔9,886,500〕

     会議費 (520,000) (11,062) (520,000)

        連合会総会費 200,000 0 200,000
日当8,000円×4名×2日＝64,000円、食事代
4,000円×4名＝16,000円、交通費64,000円、宿
泊費48,000円その他8,000円

        ブロック協議会運営費 260,000 0 260,000
中六総会負担金20,000円×12名＝240,000円
中六ゴルフ運営費20,000円

        全国会長会議費 60,000 11,062 60,000 30,000円×2回＝60,000円

     調査研究費 (70,000) (26,727) (100,000)

     　 部会費 30,000 24,307 60,000 他所での会議場代

        調査研究費 40,000 2,420 40,000
地籍研究費30,000円,境界鑑定参考資料代
10,000円

     指導啓蒙費 (3,682,920) (3,197,094) (3,858,500)

        研修費 823,920 560,260 768,500
年次研修99,000円、新人研修154,500円、登
録前研修20,000円、定例研修350,000円、境
界鑑定研修145,000円

        支部交付金 1,812,000 1,812,000 1,812,000 1,000円×151人× 12ヶ月

        厚生諸費 250,000 155,630 250,000
予防接種・健康診断助成200,000円
中六ゴルフ助成金50,000円

        啓蒙諸費 797,000 669,204 1,028,000

会則・規則集追録250,000円、カレンダー40,000
円、日本加除出版「リーガルガーデン」（8年目）
33,000円、ＨＰサーバーレンタル180,000円、資料
管理費280,000円、実務勉強会120,000円、HPリ
ニューアル100,000円、会則規則集25,000円

     広報費 (710,000) (823,020) (920,000)

        会報出版費 200,000 165,000 200,000 おたより調１回発刊

        広報諸費 510,000 658,020 720,000

10月新聞広告155,000円、7月調査士の日新聞広
告180,000円、福井のお仕事図鑑200,000円、相
談会会場70,000円、プリン85,000円、予備費
30,000円

     負担金 (4,488,000) (4,115,750) (4,488,000)

        連合会費 4,077,000 4,065,750 4,077,000 2,250円×151名×12ヶ月

        ブロック協議会費 351,000 0 351,000
均等割200,000円
会員数割1,000円×151名

        諸会費 60,000 50,000 60,000 士業団体協議会会費



科　　　　　　目 令和2年度 令和2年度 令和3年度

款 項 目 予 算 額 決 算 額 予 算 額 内　　訳

  諸支出金 〔300,000〕 〔109,600〕 〔300,000〕

     慶弔慰費 (300,000) (109,600) (300,000)

        慶弔慰費 300,000 109,600 300,000 会員及び親族慶弔、会員受賞祝金他

  経常支出合計 27,879,540 23,704,216 30,036,040

【その他資金支出の部】

  財産取得費 〔120,000〕 〔927,463〕 〔270,000〕

     財産取得費 (120,000) (927,463) (270,000)

        備品購入費 120,000 927,463 270,000
空中写真保存用媒体20,000円、机・キャビネット
150,000円、その他100,000円

  積立金組入 〔1,900,000〕 〔2,900,000〕 〔2,000,000〕

     積立金組入 (1,900,000) (2,900,000) (2,000,000)

        施設充実積立金 1,000,000 2,000,000 1,000,000

        財政調整積立金 900,000 900,000 1,000,000

  繰入金支出 〔1,360,000〕 〔1,181,883〕 〔1,960,000〕

     繰入金支出 (1,360,000) (1,181,883) (1,960,000)

        合同会館維持
        管理会計繰入金

1,050,000 1,031,883 1,650,000 分担金

        収益事業
        特別会計繰入金

110,000 150,000 110,000 収益事業特別会計への繰入

　　　　ＡＤＲセンター
　　　　特別会計繰入金

200,000 0 200,000 ADRセンター特別会計への繰入

  予備費 〔952,510〕 〔0〕 〔800,000〕

 中六担当者会議195,000 円①総務部2回×
15,000＝30,000②財務部　1回×15,000＝15,000
円③業務部　1回×15,000×2名＝30,000円④研
修部　1回×15,000×2名＝30,000円⑤広報部　１
回×15,000×2名＝30,000円⑥社会事業部1回
×15,000×2名＝30,000円その他30,000円
2．臨時総会費用100,000円
3.総会懇親会費500,000円　他

  その他資金支出合計 4,332,510 5,009,346 5,030,000

当 期 支 出 合 計 （ Ｃ ） 32,212,050 28,713,562 35,066,040

当期収支差額　　　（Ａ）－（Ｃ） 0 4,502,580 △ 2,753,990

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 4,801,824 9,304,404 6,550,414

 　但し、同一款内流用をすることができる。



［単位：円］

科　　　　　　目 令和２年度 令和２年度 令和3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 〔750,000〕 〔534,500〕 〔750,000〕

     用紙・標識頒布収入 (750,000) (534,500) (750,000)

        用紙頒布収入 300,000 95,250 300,000

        標識頒布収入 450,000 439,250 450,000

  他収入 〔365,000〕 〔353,510〕 〔365,000〕

     他収入 (365,000) (353,510) (365,000)

        職印証明書発行手数料 30,000 5,000 30,000

        資料地図開示手数料収入 300,000 310,000 300,000

        その他収入 35,000 38,510 35,000 政治連盟家賃3.2万円

　受取利息 〔0〕 〔0〕 〔0〕

     受取利息 (0) (0) (0)

        受取利息 0 0 0

 経常収入合計 1,115,000 888,010 1,115,000

【その他資金収入の部】

  繰入金 〔110,000〕 〔150,000〕 〔110,000〕

     繰入金 (110,000) (150,000) (110,000)

        一般会計繰入金 110,000 150,000 110,000 一般会計からの繰入

 その他資金収入合計 110,000 150,000 110,000

当期収入合計（Ａ） 1,225,000 1,038,010 1,225,000

 繰越金 〔46,195〕 〔46,195〕 〔8,248〕

収　入　合　計（Ｂ） 1,271,195 1,084,205 1,233,248

【経常支出の部】

  　用紙・標識購入費 〔603,000〕 〔566,090〕 〔603,000〕

     　用紙・標識購入費 (603,000) (566,090) (603,000)

        　用紙購入費 200,000 144,320 200,000

        　境界標識購入費 400,000 418,220 400,000

       　 諸費用 3,000 3,550 3,000 郵送料

    雑費 〔0〕 〔0〕 〔0〕

  経常支出合計 603,000 566,090 603,000

【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

　　総務負担金 〔500,000〕 〔429,867〕 〔500,000〕 収益事業経費予想額

     租税公課 〔80,000〕 80,000 〔80,000〕 法人税・住民税から移記

 予備費 〔88,195〕 〔0〕 〔50,248〕

 その他資金支出合計 668,195 509,867 630,248

当期支出合計（Ｃ） 1,271,195 1,075,957 1,233,248

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） △ 46,195 △ 37,947 △ 8,248

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ) 0 8,248 0

令和3年度収益事業特別会計収入支出予算
自　令和3年4月1日～至　令和4年3月31日



科　　　　　　目 令和２年度 令和２年度 令和3年度

款        項        目 予算額 決算額 予算額 内       訳

【収入の部】

  事業収入 [885,005] 〔0〕 [885,005]

     事業収入 (885,005) (0) (885,005)

　　　　相談手数料 60,000 0 60,000 20,000円×3件

　　　　事前調査費用 40,000 0 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 0 120,000 （30,000円×2回）×2件

　　　　調査測量費用　　　 500,000 0 500,000 500,000円×1件

　　　　書面作成料 20,000 0 20,000 20,000円×1件

　　　　成立手数料 105,000 0 105,000 105,000円×1件

　　　　雑収入 5 0 5 事務手数料、利息

  繰入金 [200,000] (0) [200,000]

     繰入金 (200,000) (0) (200,000)

        一般会計繰入金 200,000 0 200,000 一般会計より繰入

  収入合計 1,085,005 0 1,085,005

　当期収入合計（Ａ） 1,085,005 0 1,085,005

  繰越金 [16,901] 〔16,901〕 [16,901]

収入合計（Ｂ） 1,101,906 16,901 1,101,906

【支出の部】

  総務費 [185,600] 〔0〕 [185,600]

     一般管理費 (50,000) (0) (50,000)

　　　　通信費 10,000 0 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 (135,600) (0) (135,600)

　　　　旅費交通費 135,600 0 135,600
3,300円×8名×4回 =105,600円
ADRセンター長会議30,000円（日当8,000円+昼食2,000
円+懇親会代5,000円+宿泊・交通費15,000円

  事業費 [888,500] 〔0〕 [888,500]

     事業運営費 (821,000) (0) (821,000)

　　　　運営委員会費 6,000 0 6,000 会議費

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

　　　　事前調査費 40,000 0 40,000 20,000円×2件 

　　　　調停委員費 90,000 0 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 0 500,000 500,000円×1件

　　　　書面作成料 20,000 0 20,000 20,000円×1件

　　　　成立手数料 105,000 0 105,000 105,000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 [10,905] 〔0〕 [10,905]

     雑費 (10,905) (0) (10,905)

　　　　雑費 10,905 0 10,905

  支出合計 1,085,005 0 1,085,005

  当期支出合計（Ｃ） 1,085,005 0 1,085,005

  当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 0 0 0

次期繰越差額（Ｂ）－（Ｃ） 16,901 16,901 16,901

 　但し、同一款内流用をすることができる。

令和3年度ＡＤＲセンター特別会計収入支出予算
自　令和3年4月1日～至　令和4年3月31日



［単位：円］

科 目 令和２年度 令和２年度 令和３年度

款 項 目 予 算 額 決 算 額 予 算 額 内 訳

【経常収入の部】

   　 拠出金 1,050,000 1,050,000 1,650,000 司法書士会から

  　　拠出金 1,050,000 1,031,883 1,650,000 調査士会から

  　　負担金 1,200,000 1,200,000 1,200,000 調査士協会から

 　　 負担金 300,000 346,639 300,000 調査士協会から電気水道料として

  　　負担金 30,000 48,583 30,000 調査士協会から除雪費の一部として

  　　雑収入 50 2,268 50 普通預金利息

  経常収入合計 3,630,050 3,679,373 4,830,050

【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） 3,630,050 3,679,373 4,830,050

  繰越金 1,916,809 1,916,809 2,303,330

収 入 合 計（Ｂ） 5,546,859 5,596,182 7,133,380

【経常支出の部】

 　　 固定資産税 800,000 786,500 800,000

  　　水道光熱費 1,250,000 1,207,802 1,250,000

  　　警備費 277,200 277,200 277,200 １．警備費＠23,100円 ×12ｹ月

  　　清掃費 300,000 216,507 300,000 会館内部（年1回）、共有部分（週1回）

  　　除雪費 82,500 145,750 200,000
除雪3回分　57,750円
排雪費1回分88,000円

　　　総務負担金 500,000 500,000 500,000

  　　雑費 150,000 105,193 150,000 事務費、町内会費、駐車場代他

      備品費 50,000 0 50,000

　　　改修費 600,000 53,900 1,500,000
会館改修（3階、会議室）1,200,000円
その他300,000円

  経常支出合計 4,009,700 3,292,852 5,027,200

【その他資金支出の部】

  予備費 [1,537,159] 0 [2,106,180]

  その他資金支出合計 [1,537,159] 0 [2,106,180]

当期支出合計（Ｃ） 5,546,859 3,292,852 7,133,380

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） △ 1,916,809 386,521 △ 2,303,330

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） 0 2,303,330 0

令和３年度合同会館維持管理会計収入支出予算

令和３年４月１日～令和４年３月３１日


