


科　　　目 当年度　 前年度　 増　減　

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

　　　　　　　　基本財産受取利息 14,000 1,000 13,000

　　　　②　特定資産運用益

　　　　　　　　特定資産受取利息 10,000 1,000 9,000

　　　　③　受取会費 2,000,000 2,100,000 　　　 　　　 △100,000

　　　　④　事業収入 4,360,000 4,750,000 　　　 　　　 △390,000

　　　　　　　　記念館受託収入 (2,960,000) (2,950,000) 10,000

　　　　　　　　頒布収入等 (1,400,000) (1,800,000)             △1,400,000

　　　　⑤　受取寄附金（振替額） 9,960,000 9,408,000 552,000

                受取寄附金 (1,000,000) (1,000,000)

                受取寄附金（振替額） (8,960,000) (8,408,000) 552,000

　　　　⑥　雑収益                       -                       -

　　　　経常収益計 16,344,000 16,260,000 84,000

　　（2）　経常費用

　　　　①　事業（直接）費 4,700,000 4,700,000 0

　　　　　　　記念館企画・運営費 (1,300,000) (1,000,000) 300,000

　　　　　　　記念文庫開設費 (1,000,000) (1,200,000) △ 200,000

　　　　　　　普及・広報費 (1,200,000) (1,000,000) 200,000

　　　　　　　頒布物製作費等 (1,000,000) (1,000,000) 0

　　　　　　　資料収集・保管等 (200,000) (500,000) △ 300,000

　　　　②　事業（管理）費 8,763,600 △ 8,680,500 83,100

　　　　　　　役員報酬 (1,920,000) (1,920,000) 0

　　　　　　　給料手当 (2,500,000) (2,500,000) 0

　　　　　　　福利厚生費 (70,000) (500,000) 20,000

　　　　　　　水道光熱費 (120,000) (1,200,000) 0

　　　　　　　消耗什器備品費 (400,000) (240,000) 160,000

　　　　　　　賃借料 (1,080,000) (1,080,000) 0

　　　　　　　租税公課 (450,000) (450,000) 0

　　　　　　　減価償却費 (1,046,000) (1,062,000) △ 160,000

　　　　　　　火災保険 (57,600) 　　　　　(△58，500） △ 900

　　　　　　　旅費交通費 (400,000) (560,000) △ 160,000

　　　　　　　通信費 (320,000) (240,000) 80,000

　　　　　　　会議費 (280,000) (240,000) 40,000

収 支 予 算 書 

平成29年４月１日から平成30年３月３１日まで

　　　　　　　　　（単位：円、△印は前年減）



　　　　　　　雑費 (120,000) (160,000) △ 40,000

　　　　③　管理費 2,880,400 2,879,500 900

　　　　　　　役員報酬 (480,000) (480,000) 0

　　　　　　　水道光熱費 (30,000) (30,000) 0

　　　　　　　消耗什器備品費 (100,000) (60,000) 40,000

　　　　　　　賃借料 (120,000) (120,000) 0

　　　　　　　会場費 (600,000) (600,000) 0

　　　　　　　租税公課 (50,000) (50,000) 0

　　　　　　　減価償却費 (64,000) (58,000) 6,000

　　　　　　　火災保険 (6,400) (6,500) △ 100

　　　　　　　旅費交通費 (100,000) (140,000) △ 40,000

　　　　　　　通信費 (80,000) (60,000) 20,000

　　　　　　　事務委託費 (970,000) (1,000,000) △ 30,000

　　　　　　　会議費 (70,000) (60,000) 10,000

　　　　　　　謝金 (100,000) (100,000) 0

　　　　　　　諸会費 (80,000) (75,000) 5,000

　　　　　　　雑費 (30,000) (40,000) △ 10,000

　　　　経常費用計 16,344,000 16,260,000 84,000

　　　　　　　  当期経常増減計 0 0 0

　２.　経常外増減の部

　　　　（１）　経常外収益

-                      -                       -                          

　　　　経常外収益計 -                      -                       -                          

　　　　（２）　経常外費用

-                      -                       -                          

　　　　経常外費用計 -                      -                       -                          

　　　　　　　  当期経常外増減額 -                      -                       -                          

　　　　　　　　　　　　当期一般正味財産増減額 0 0 -                          

　　　　　　　　　　　　　一般正味財産期首残高 5,946,000 6,320,000 △ 374,000

　　　　　　　　　　　　　一般正味財産期末残高 5,946,000 6,320,000 △ 374,000

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　著作権収入 2,800,000 5,000,000 △ 2,200,000

　　　　受取寄附金（ＮＰＯ法人からの資産受入）

　　　　一般正味財産への振替額 △ 8,960,000 △ 9,408,000 448,000

　　　　　　　　　　　　当期指定正味財産増減額 △ 6,160,000 △ 4,408,000 △ 1,752,000

　　　　　　　　　　　　　指定正味財産期首残高 152,971,000 157,693,000 △ 4,722,000

　　　　　　　　　　　　　指定正味財産期末残高 146,811,000 153,285,000 △ 6,474,000

Ⅲ　正味財産期末残高 152,757,000 159,605,000 △ 6,848,000



（単位：円）

科　　　　　　目 公益目的事業 法人会計 合　　　計

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

　　　　　　　　基本財産受取利息 11,200 2,800 14,000

　　　　②　特定資産運用益 　

　　　　　　　　特定資産受取利息 8,000 2,000 10,000

　　　　③　受取会費 1,600,000 400,000 2,000,000

　　　　④　事業収入 4,360,000                       - 4,360,000

　　　　　　　　記念館受託収入 (2,960,000)                       - (2,960,000)

　　　　　　　　普及事業収入 0                       - 0

　　　　　　　　頒布収入等 (1,400,000)                       - (1,400,000)

　　　　⑤　受取寄附金 7,484,400 2,475,600 9,960,000

                受取寄附金 0 (1,000,000) (1,000,000)

                受取寄附金（振替額） (7,484,400) (1,475,600) (8,960,000)

　　　　⑥　雑収益                       -                       - -                       

　　　　経常収益計 13,463,600 2,880,400 16,344,000

　　（2）　経常費用

　　　　①　事業費 4,700,000 4,700,000

　　　　　　　記念館企画・運営費 (1,300,000) (1,300,000)

　　　　　　　記念文庫開設費 (1,000,000) (1,000,000)

　　　　　　　普及・広報費 (1,200,000) (1,200,000)

　　　　　　　頒布物製作費等 (1,000,000) (1,000,000)

　　　　　　　資料収集・保管等 (200,000) (200,000)

　　　　②　事業管理費 8,763,600 8,763,600

　　　　　　　役員報酬 (1,920,000) (1,920,000)

　　　　　　　給料手当 (2,500,000) (2,500,000)

　　　　　　　福利厚生費 (70,000) (70,000)

　　　　　　　水道光熱費 (120,000) (120,000)

　　　　　　　消耗什器備品費 (400,000) (400,000)

　　　　　　　賃借料 (1,080,000) (1,080,000)

　　　　　　　租税公課 (450,000) (450,000)

　　　　　　　減価償却費 (1,046,000) (1,046,000)

　　　　　　　火災保険 (57,600) (57,600)

　　　　　　　旅費交通費 (400,000) (400,000)

　　　　　　　通信費 (320,000) (320,000)

　　　　　　　会議費 (280,000) (280,000)

収　支　予　算　書　内　訳　書
平成29年４月１日から平成30年３月３１日まで



　　　　　　　雑費 (120,000) (120,000)

　　　　③　管理費 2,880,400 2,880,400

　　　　　　　役員報酬 (480,000) (480,000)

　　　　　　　水道光熱費 (30,000) (30,000)

　　　　　　　消耗什器備品費 (100,000) (100,000)

　　　　　　　賃借料 (120,000) (120,000)

　　　　　　　会場費 (600,000) (600,000)

　　　　　　　租税公課 (50,000) (50,000)

　　　　　　　減価償却費 (64,000) (64,000)

　　　　　　　火災保険 (6,400) (6,400)

　　　　　　　旅費交通費 (100,000) (100,000)

　　　　　　　通信費 (80,000) (80,000)

　　　　　　　事務委託費 (970,000) (970,000)

　　　　　　　会議費 (70,000) (70,000)

　　　　　　　諸謝金 (100,000) (100,000)

　　　　　　　諸会費 (80,000) (80,000)

　　　　　　　雑費 (30,000) (30,000)

　　　　経常費用計 13,463,600 2,880,400 16,344,000

　　　　　　　  当期経常増減計 0 0 0

　２.　経常外増減の部

　　（１）　経常外収益 -                       -                       -                       

　　　　経常外収益計 -                       -                       -                       

　　（２）　経常外費用 -                       -                       -                       

　　　　経常外費用計 -                       -                       -                       

　　　　　　　  当期経常外増減額 -                       -                       -                       

　　　　　　　　当期一般正味財産増減額 0 0 0

　　　　　　　　一般正味財産期首残高 5,946,000

　　　　　　　　一般正味財産期末残高 5,946,000

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　　　　　著作権収入 2,800,000

　　　　　　　　一般正味財産への振替額 △ 8,960,000

　　　　　　　　当期指定正味財産増減額 △ 6,160,000

　　　　　　　　指定正味財産期首残高 152,971,000

　　　　　　　　指定正味財産期末残高 146,811,000

Ⅲ　正味財産期末残高 152,757,000
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