
(単位：円）

収益事業 共益事業 小計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　⑴ 経常収益

　　　① 特定資産運用益 115,500 990 15,510 16,500 368,000 500,000 

　　　　特定資産受取利息 115,500 990 15,510 16,500 368,000 500,000 

　　　② 受取入会金 10,860,000 0 0 0 10,860,000 21,720,000 

　　　　受取入会金 10,800,000 0 0 0 10,800,000 21,600,000 

　　　　受取事務手数料 60,000 0 0 0 60,000 120,000 

　　　③ 受取会費 17,257,500 0 0 0 17,257,500 34,515,000 

　　受取会費 17,257,500 0 0 0 17,257,500 34,515,000 

　　　④ 事業収益 21,542,930 1,010,000 853,100 1,863,100 0 23,406,030 

　　　　受取研修受講料 80,000 0 0 0 0 80,000 

　　　　受取法定講習受講料 9,492,000 0 0 0 0 9,492,000 

　　　　岐阜県事務受託収益 1,406,930 0 0 0 0 1,406,930 

　　　　宅建試験業務受託収益 10,564,000 0 0 0 0 10,564,000 

　　　　頒布事業収益 0 0 200,000 200,000 0 200,000 

　　　　受取会館賃貸料 0 1,010,000 0 1,010,000 0 1,010,000 

　　　　保証協会事務受託収益 0 0 653,100 653,100 0 653,100 

　　　⑤ 雑収益 131,000 0 582,000 582,000 2,850 715,850 

　　　　受取利息 0 0 0 0 1,550 1,550 

　　　　雑収益 131,000 0 582,000 582,000 1,300 714,300 

　　　経常収益計 49,906,930 1,010,990 1,450,610 2,461,600 28,488,350 80,856,880 

　　⑵ 経常費用

　　　① 事業費 87,141,415 481,080 15,807,086 16,288,166 103,429,581 

　　　　給料手当 28,274,068 242,349 3,796,803 4,039,152 32,313,220 

　　　　退職給付費用 1,990,800 17,064 267,336 284,400 2,275,200 

　　　　法定福利費 4,058,215 34,785 544,960 579,745 4,637,960 

　　　　福利厚生費 377,860 3,239 50,741 53,980 431,840 

　　　　会議費 1,444,900 0 2,397,500 2,397,500 3,842,400 

　　　　会場費 2,685,860 0 0 0 2,685,860 

　　　　旅費交通費 5,752,800 0 9,000 9,000 5,761,800 

　　　　通信運搬費 4,065,130 17,946 603,154 621,100 4,686,230 

　　　　減価償却費 500,422 4,289 67,200 71,489 571,911 

　　　　頒布原価 0 0 200,000 200,000 200,000 

　　　　消耗什器備品費 810,000 1,800 28,200 30,000 840,000 

　　　　消耗品費 651,200 4,296 67,304 71,600 722,800 

　　　　広告費 4,657,800 0 0 0 4,657,800 

　　　　修繕費 350,000 3,000 47,000 50,000 400,000 

　　　　印刷費 5,117,000 900 1,608,600 1,609,500 6,726,500 

　　　　図書費 345,000 0 0 0 345,000 

　　　　水道光熱費 1,293,320 11,086 173,674 184,760 1,478,080 

　　　　賃借料 7,280,360 56,969 892,511 949,480 8,229,840 

　　　　保険料 168,900 1,362 22,338 23,700 192,600 

　　　　諸謝金 5,897,500 0 0 0 5,897,500 

　　　　事務機使用料 2,747,880 20,930 327,910 348,840 3,096,720 

　　　　租税公課 1,119,700 53,026 159,074 212,100 1,331,800 

　　　　事務所管理費 937,860 8,039 125,941 133,980 1,071,840 

　　　　支払負担金 5,256,040 0 4,382,840 4,382,840 9,638,880 

　　　　委託費 625,000 0 0 0 625,000 

　　　　雑費 733,800 0 35,000 35,000 768,800 
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　　　② 管理費 36,371,718 36,371,718 

　　　　役員報酬 200,000 200,000 

　　　　給料手当 8,078,310 8,078,310 

　　　　退職給付費用 568,800 568,800 

　　　　法定福利費 1,159,490 1,159,490 

　　　　福利厚生費 107,960 107,960 

　　　　総会費 1,200,000 1,200,000 

　　　　理事会費 865,500 865,500 

　　　　諸会議費 9,059,400 9,059,400 

　　　　旅費交通費 1,350,000 1,350,000 

　　　　通信運搬費 740,700 740,700 

　　　　減価償却費 142,978 142,978 

　　　　消耗什器備品費 60,000 60,000 

　　　　消耗品費 143,200 143,200 

　　　　広告費 3,694,000 3,694,000 

　　　　修繕費 100,000 100,000 

　　　　印刷費 212,000 212,000 

　　　　図書費 260,000 260,000 

　　　　水道光熱費 369,520 369,520 

　　　　賃借料 1,898,960 1,898,960 

　　　　保険料 380,400 380,400 

　　　　諸謝金 679,000 679,000 

　　　　研修諸費 279,500 279,500 

　　　　慶弔表彰費 1,520,000 1,520,000 

　　　　事務機使用料 868,880 868,880 

　　　　租税公課 216,200 216,200 

　　　　事務所管理費 267,960 267,960 

　　　　渉外費 852,000 852,000 

　　　　雑費 1,096,960 1,096,960 

　　　経常費用計 87,141,415 481,080 15,807,086 16,288,166 36,371,718 139,801,299 

　　　当期経常増減額 △37,234,485 529,910 △14,356,476 △13,826,566 △7,883,368 △58,944,419 

　２．経常外増減の部

　　⑴ 経常外収益

　　　経常外収益計 0 0 0 0 0 0 

　　⑵ 経常外費用

　　　経常外費用計 0 0 0 0 0 0 

　　　当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 

　　　他会計振替前
　　　当期一般正味財産増減額

△37,234,485 529,910 △14,356,476 △13,826,566 △7,883,368 △58,944,419 

　　　他会計振替額 180,367 △180,367  △180,367   

　　　当期一般正味財産増減額 △37,054,118 349,543 △14,356,476 △14,006,933 △7,883,368 △58,944,419 

　　　一般正味財産期首残高 277,500,000 

　　　一般正味財産期末残高 218,555,581 

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 

　　　指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0 

　　　指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 

Ⅲ　正味財産期末残高 218,555,581 


	正味内訳


資金収支

		報告事項３ ホウコク ジコウ		 令和４年度収支予算の件 レイワ ネンド シュウシ ヨサン ケン

		令和４年度収支予算書【資金ベース】 レイワ ネンド シュウシ ヨサンショ シキン

		令和４年４月１日から令和５年３月31日まで レイワ ネン ガツ ニチ レイワ ネン ガツ ニチ

												(単位：円） タンイ エン

		科　　　　　目				予　算　額		前年度予算額 ゼンネンド ヨサン ガク		増　　　減 ゾウ ゲン		備　　　　　考

		Ⅰ　事業活動収支の部 ジギョウ カツドウ シュウシ ブ

		１．事業活動収入 ジギョウ カツドウ シュウニュウ

		⑴ 特定資産運用収入				500,000 		500,000 		0 

		特定資産利息収入				500,000 		500,000 		0 		預金利息等 ヨキン リソク トウ

		⑵ 入会金収入				21,720,000 		28,120,000 		△6,400,000 

		入会金収入				21,600,000 		28,000,000 		△6,400,000 		主たる事務所 800,000円×25名
従たる事務所 400,000円× 4名 シュ ジム ショ エン メイ ジュウ ジム ショ エン メイ

		事務手数料収入				120,000 		120,000 		0 		主たる事務所  40,000円× 3名 シュ ジム ショ エン メイ

		⑶ 会費収入				34,515,000 		53,928,000 		△ 19,413,000 		主たる事務所 30,000円×1,005名
従たる事務所 30,000円×  131名 
新規入会29名 ニュウカイ

		会費収入				34,515,000 		53,928,000 		△ 19,413,000 

		⑷ 事業収入				23,406,030 		20,551,770 		2,854,260 

		研修受講料収入 ケンシュウ ジュコウリョウ				80,000 		80,000 		0 		基礎教育研修テキスト代 キソ キョウイク ケンシュウ ダイ

		法定講習受講料収入 ホウテイ コウシュウ ジュコウリョウ				9,492,000 		6,960,000 		2,532,000 		10回開催 12,000円×791名 エン メイ

		岐阜県事務受託収入 ギフケン				1,406,930 		1,087,370 		319,560 		宅地建物取引士証作成交付事務
講習受講791名、新規交付204名 タクチ タテモノ トリヒキ シ ショウ サクセイ コウフ ジム コウシュウ ジュコウ メイ シンキ コウフ メイ

		宅建試験業務受託収入 タッケン				10,564,000 		10,564,000 		0 		受験申込者2,300名 ジュケン モウシコミ シャ メイ

		頒布事業収入				200,000 		200,000 		0 		業者票等 ギョウシャ ヒョウ トウ

		会館賃貸料収入 カイカン チンタイリョウ シュウニュウ				1,010,000 		1,010,000 		0 		事務室賃貸料等 ジムシツ チンタイリョウ トウ

		保証協会事務受託収入				653,100 		650,400 		2,700 		入会事務・会費徴収事務 ニュウカイ ジム

		⑸ 雑収入				715,850 		715,950 		△ 100 

		受取利息収入				1,550 		1,650 		△ 100 		預金利息 ヨキン リソク

		雑収入				714,300 		714,300 		0 		宅建賠集金事務手数料、各種斡旋手数料等 タッケン バイ シュウキン ジム テスウリョウ カクシュ アッセン テスウ リョウ トウ

		事業活動収入計				80,856,880 		103,815,720 		△ 22,958,840 		


		２．事業活動支出

		⑴ 事業費支出				100,582,470 		98,685,590 		1,896,880 

		① 消費者保護事業支出 ショウヒシャ ホゴ				8,175,590 		8,159,790 		15,800 		


		消費者保護委員会費支出 ショウヒシャ ホゴ				77,500 		77,500 		0 		４回開催 カイ カイサイ

		無料相談業務費支出 ギョウム				5,168,960 		5,160,160 		8,800 		不動産無料相談、相談員研修会、相談所案内広告 フドウサン ムリョウ ソウダン ソウダン イン ケンシュウ カイ ソウダン ショ アンナイ コウコク

		消費者セミナー費支出 ショウヒシャ シシュツ				500,000 		500,000 		0 		消費者向けセミナー ショウヒシャ ム

		法令遵守指導業務費支出 ホウレイ ジュンシュ シドウ ギョウム ヒ シシュツ				2,429,130 		2,422,130 		7,000 		巡回調査、東海不動産公正取引協議会運営費 ジュンカイ チョウサ トウカイ フドウ サン コウセイ トリヒキ キョウギカイ ウンエイヒ

		② 情報提供事業費支出 ジョウホウ テイキョウ				11,888,380 		12,392,860 		△ 504,480 

		情報提供委員会費支出 ジョウホウ テイキョウ シシュツ				90,500 		90,500 		0 		４回開催 カイ カイサイ

		情報サイト運営費支出 ジョウホウ ウンエイヒ シシュツ				1,372,880 		2,368,560 		△ 995,680 		ハトマークサイト岐阜運営費 ギフ ウンエイ

		流通促進業務費支出 ソクシン ギョウム シシュツ				5,496,500 		5,158,800 		337,700 		レインズ運営費、ＩＴ研修会等 ウンエイヒ ケンシュウカイ トウ

		広報情報提供業務費支出 シ ジョウホウ テイキョウ ギョウム シシュツ				4,283,500 		4,130,000 		153,500 		宅建ぎふ発行費、税制解説書等 タッケン ハッコウ ヒ ゼイセイ カイセツショ トウ

		調査研究業務費支出 チョウサ ケンキュウ ギョウム シシュツ				645,000 		645,000 		0 		不動産市況ＤＩ調査 フドウサン シキョウ チョウサ

		③ 人材育成事業費支出 ジンザイ イクセイ				16,037,200 		14,920,800 		1,116,400 

		人材育成委員会費支出 ジンザイ イクセイ				77,500 		77,500 		0 		４回開催 カイ カイサイ

		研修業務費支出 ギョウム				3,097,700 		3,315,300 		△ 217,600 		業務研修会、基礎教育研修会、支部研修会 ギョウム ケンシュウカイ シブ ケンシュウカイ

		法定講習業務費支出 ホウテイ コウシュウ ギョウム				6,053,000 		4,861,000 		1,192,000 		10回開催

		宅建試験業務費支出 タッケン シケン ギョウム				6,809,000 		6,667,000 		142,000 		試験会場使用料、試験監督費等 シケン カイジョウ シヨウリョウ シケン カントク ヒ トウ

		④ 組織事業費支出 ソシキ ジギョウ ヒ シシュツ				8,945,800 		8,100,000 		845,800 

		会員支援業務費支出 カイイン シエン ギョウム ヒ シシュツ				3,410,100 		2,645,500 		764,600 		会員名簿、不動産手帳、免許更新案内、支部新年互礼会費等 カイインメイボ フドウ サン テチョウ メンキョ コウシン アンナイ シブ シンネン ゴレイカイ カイヒ トウ

		頒布業務費支出 ハンプ ギョウム ヒ シシュツ				234,000 		235,000 		△ 1,000 		頒布品仕入 ハンプ ヒン シイレ

		入会審査業務費支出 ニュウカイ シンサ ギョウム ヒ シシュツ				922,900 		883,900 		39,000 		入会審査 ニュウカイ シンサ

		支払負担金支出 シハライ フタンキン シシュツ				4,378,800 		4,335,600 		43,200 		全宅連会費、中部地区連絡会会費等 ゼン タク レン カイヒ チュウブ チ ク レンラク カイ カイヒ トウ

		⑤ 事業人件費支出 ジギョウ ジンケンヒ シシュツ				37,383,020 		37,021,020 		362,000 

		給料手当支出 キュウリョウ テアテ シシュツ				32,313,220 		31,968,790 		344,430 		事業部門従事職員分 ジギョウ ブモン ジュウジ ショクイン ブン

		法定福利費支出 ホウテイ フクリ ヒ シシュツ				4,637,960 		4,620,390 		17,570 		事業部門従事職員社会保険料事業主負担分 ジギョウ ブモン ジュウジ ショクイン シャカイ ホケン リョウ ジギョウ ヌシ フタンブン

		福利厚生費支出 フクリ コウセイ ヒ シシュツ				431,840 		431,840 		0 		事業部門従事職員福利厚生費 ジギョウ ブモン ジュウジ ショクイン フクリ コウセイヒ

		⑥ 事業経費支出 ジギョウ ケイヒ シシュツ				18,152,480 		18,091,120 		61,360 

		旅費交通費支出 シシュツ				631,000 		638,500 		△ 7,500 		行政・関係団体会議出席旅費等 ギョウセイ カンケイ ダンタイ カイギ シュッセキ リョヒ トウ

		通信運搬費支出				2,392,800 		2,391,600 		1,200 		電話料､郵便料等 デンワ リョウ ユウビン リョウ トウ

		消耗什器備品費支出 ショウモウ				240,000 		240,000 		0 		少額備品 ショウガク ビヒン

		消耗品費支出				572,800 		532,800 		40,000 		事務用品等 ジム ヨウヒン トウ

		修繕費支出				400,000 		400,000 		0 		会館・支部事務所修繕 カイカン シブ ジム ショ シュウゼン

		印刷費支出				120,000 		120,000 		0 		諸用紙等 ショ ヨウシ トウ

		水道光熱費支出				1,478,080 		1,478,080 		0 		電気、ガス、下水道料 デンキ ゲスイ ドウ リョウ

		賃借料支出 チンシャクリョウ				7,595,840 		7,595,840 		0 		支部事務所賃借料等 シブ ジム ショ チンシャクリョウ トウ

		保険料支出 ホケンリョウ				181,600 		163,200 		18,400 		会館火災保険料等 カイカン カサイ ホケンリョウ トウ

		事務機使用料支出				2,790,720 		2,790,720 		0 		複合機リース料等 フクゴウキ リョウ トウ

		租税公課支出				677,800 		674,300 		3,500 		固定資産税、消費税等 コテイ シサンゼイ ショウヒ ゼイ トウ

		事務所管理費支出 ジム ショ カンリ ヒ シシュツ				1,071,840 		1,066,080 		5,760 		会館警備保障費等 カイカン ケイビ ホショウ ヒ トウ

		⑵ 管理費支出 カンリ				35,659,940 		35,285,800 		374,140 

		① 管理人件費支出 シシュツ				9,545,760 		9,455,260 		90,500 

		役員報酬支出 ヤクイン ホウシュウ シシュツ				200,000 		200,000 		0 		員外監事報酬 インガイ カンジ ホウシュウ

		給料手当支出 シシュツ				8,078,310 		7,992,200 		86,110 		管理部門従事職員分 カンリ ブモン ジュウジ ショクイン ブン

		法定福利費支出 ホウテイ フクリ シシュツ				1,159,490 		1,155,100 		4,390 		管理部門従事職員社会保険料事業主負担分 カンリ ブモン ジュウジ ショクイン シャカイ ホケン リョウ ジギョウヌシ フタンブン

		福利厚生費支出 シシュツ				107,960 		107,960 		0 		管理部門従事職員福利厚生費 カンリ ブモン ジュウジ ショクイン フクリ コウセイヒ

		② 会議費支出 シシュツ				11,124,900 		11,209,300 		△ 84,400 

		総会費支出 シシュツ				1,200,000 		1,200,000 		0 		会場費､資料費等

		理事会費支出 シシュツ				865,500 		865,500 		0 		５回開催 カイ カイサイ

		常任理事会費支出 シシュツ				290,500 		290,500 		0 		８回開催

		支部総会費支出 シブ ソウカイ シシュツ				2,934,000 		2,976,000 		△ 42,000 		会場費､資料費等

		幹事会費支出 カンジカイ ヒ シシュツ				3,549,500 		3,428,500 		121,000 		支部幹事会 シブ カンジカイ

		監査会費支出 カンサ カイ ヒ シシュツ				430,100 		428,300 		1,800 		本支部監査会 ホン シブ カンサ カイ

		総務委員会費支出 ソウム イイン カイヒ シシュツ				99,000 		99,000 		0 		６回開催 カイ カイサイ

		財務委員会費支出 ザイム イイン カイヒ シシュツ				79,500 		79,500 		0 		６回開催 カイ カイサイ

		その他会議費支出 シシュツ				1,676,800 		1,842,000 		△ 165,200 		正副会長会議、支部長会議、諸会議費 シブチョウ カイギ ショカイギヒ

		③ 管理経費支出 ケイヒ				14,989,280 		14,621,240 		368,040 

		旅費交通費支出 シシュツ				1,350,000 		1,350,000 		0 		関係団体会議出席旅費等 カンケイ ダンタイ カイギ シュッセキ リョヒ トウ

		通信運搬費支出				740,700 		740,400 		300 		電話料､郵便料等 デンワ リョウ ユウビン リョウ トウ

		消耗什器備品費支出 ショウモウ				60,000 		60,000 		0 		少額備品 ショウガク ビヒン

		消耗品費支出				143,200 		133,200 		10,000 		事務用品等 ジム ヨウヒン トウ

		広告費支出 コウコク				3,694,000 		3,694,000 		0 		新聞・テレビ広告等 シンブン コウコク トウ

		修繕費支出				100,000 		100,000 		0 		会館・支部事務所修繕 カイカン シブ ジム ショ シュウゼン

		印刷費支出				212,000 		212,000 		0 		諸用紙等 ショ ヨウシ トウ

		図書費支出 シシュツ				260,000 		260,000 		0 		新聞購読料、書籍購入費等 シンブン コウドクリョウ ショセキ コウニュウヒ トウ

		水道光熱費支出				369,520 		369,520 		0 		電気、ガス、下水道料 デンキ ゲスイ ドウ リョウ

		賃借料支出 チンシャクリョウ				1,898,960 		1,898,960 		0 		支部事務所賃借料等 シブ ジム ショ チンシャクリョウ トウ

		保険料支出 ホケンリョウ				380,400 		375,800 		4,600 		役員傷害補償保険料、会館火災保険料等 ヤクイン ショウガイ ホショウ ホケン リョウ カイカン カサイ ホケンリョウ トウ

		諸謝金支出 ショ シャキン				679,000 		679,000 		0 		弁護士・税理士等謝金 ベンゴシ ゼイリシ トウ シャキン

		研修諸費支出				279,500 		279,500 		0 		役職員研修会 ヤクショクイン ケンシュウカイ

		慶弔表彰費支出 ヒョウショウ				1,520,000 		1,270,000 		250,000 		弔慰見舞金、供花代等 チョウイ ミマイ キン キョウカ ダイ トウ

		事務機使用料支出				868,880 		868,880 		0 		複合機リース料等 フクゴウキ リョウ

		租税公課支出				216,200 		216,200 		0 		県市民税、固定資産税等 イチ コテイ シサンゼイ トウ

		事務所管理費支出 ジム ショ カンリ ヒ シシュツ				267,960 		266,520 		1,440 		会館警備保障費等 カイカン ケイビ ホショウ ヒ トウ

		渉外費支出				852,000 		852,000 		0 		対外交際費 タイガイ コウサイヒ

		雑支出				1,096,960 		995,260 		101,700 		振込手数料等 フリコミ テスウリョウ トウ

		事業活動支出計 ジギョウ カツドウ シシュツ ケイ				136,242,410 		133,971,390 		2,271,020 

		事業活動収支差額 ジギョウ カツドウ シュウシ サガク				△ 55,385,530 		△ 30,155,670 		△ 25,229,860 

		Ⅱ　投資活動収支の部 トウシ カツドウ シュウシ ブ

		１．投資活動収入 トウシ カツドウ シュウニュウ

		⑴ 特定資産取崩収入 トクテイ シサン トリクズシ シュウニュウ				19,000,000 		500,000 		18,500,000 

		財政調整積立資産取崩収入 ザイセイ チョウセイ ツミタテ シサン トリクズシ シュウニュウ				10,000,000 		0 		10,000,000 

		建物附属設備購入積立資産取崩収入 タテモノ フゾク セツビ コウニュウ ツミタテ シサン トリクズシ シュウニュウ				0 		500,000 		△ 500,000 

		OA機器更新積立資産取崩収入 キキ コウシン ツミタテ シサン トリクズシ シュウニュウ				9,000,000 		0 		9,000,000 

		⑵ 特定資産受入収入 トクテイ シサン ウケイレ シュウニュウ				756,000 		672,000 		84,000 

		退職給付引当資産受入収入 タイショク キュウフ ヒキアテ シサン ウケイレ シュウニュウ				756,000 		672,000 		84,000 		保証協会岐阜本部等より受入 ホショウ キョウカイ ギフ ホンブ トウ ウケイレ

		投資活動収入計				19,756,000 		1,172,000 		18,584,000 

		２．投資活動支出 トウシ カツドウ シシュツ

		⑴ 特定資産取得支出 トクテイ シサン シュトク シシュツ				3,600,000 		4,700,000 		△ 1,100,000 

		退職給付引当資産取得支出 タイショク キュウフ ヒキアテ シサン				3,600,000 		3,200,000 		400,000 

		OA機器更新積立資産取得支出 キキ コウシン ツミタテ シサン				0 		1,500,000 		△ 1,500,000 

		⑵ 固定資産取得支出 コテイ シサン シュトク シシュツ				14,320,000 		1,100,000 		13,220,000 

		建物附属設備取得支出 タテモノフゾクセツビ シュトク				0 		800,000 		△ 800,000 

		什器備品取得支出 ジュウキ ビヒン シュトク				9,820,000 		300,000 		9,520,000 		サーバ、パソコン、複合機 フクゴウキ

		ソフトウエア取得支出 シュトク				4,500,000 		0 		4,500,000 		宅建士講習管理システム改修 タッケンシ コウシュウ カンリ カイシュウ

		投資活動支出計				17,920,000 		5,800,000 		12,120,000 

		投資活動収支差額 トウシ カツドウ シュウシ サガク				1,836,000 		△ 4,628,000 		6,464,000 

		Ⅲ　財務活動収支の部 ザイム カツドウ シュウシ ブ

		１．財務活動収入 ザイム カツドウ シュウニュウ

		財務活動収入計				0 		0 		0 

		２．財務活動支出 ザイム カツドウ シシュツ

		財務活動支出計				0 		0 		0 

		財務活動収支差額 ザイム カツドウ シュウシ サガク				0 		0 		0 

		Ⅳ　予備費支出 ヨビヒ シシュツ				5,050,470 		10,181,300 		△ 5,130,830 

		当期収支差額 シュウシ サガク				△ 58,600,000 		△ 44,964,970 		△ 13,635,030 

		前期繰越収支差額 ゼンキ クリコシ シュウシ				58,600,000 		47,400,000 		11,200,000 

		次期繰越収支差額				0 		2,435,030 		△ 2,435,030 



		（注）１．借入金限度額　　0円 チュウ

		　　　２．債務負担額　 　 0円





正味内訳

		令和４年度収支予算書内訳表 レイワ ネンド ド シュウシ ヨサンショ ウチワケ

		令和４年４月１日から令和５年３月31日まで ネン ガツ ニチ レイワ ネン ガツ ニチ

														(単位：円） タンイ エン

		科　　　　　目		公益目的
事業会計 コウエキ モクテキ ジギョウ カイケイ		収益事業等会計 シュウエキ ジギョウ トウ カイケイ						法人会計 ホウジン カイケイ		合　計 ア ケイ

						収益事業 シュウエキ ジギョウ		共益事業 キョウエキ ジギョウ		小計 ショウケイ

		Ⅰ　一般正味財産増減の部 イッパン ショウミ ザイサン ゾウゲン ブ

		　１．経常増減の部 ケイジョウ ゾウゲン ブ

		　　⑴ 経常収益 ケイジョウ シュウエキ

		　　　① 特定資産運用益 エキ		115,500 		990 		15,510 		16,500 		368,000 		500,000 

		　　　　特定資産受取利息 ウケトリ		115,500 		990 		15,510 		16,500 		368,000 		500,000 

		　　　② 受取入会金 ウケトリ		10,860,000 		0 		0 		0 		10,860,000 		21,720,000 

		　　　　受取入会金 ウケトリ		10,800,000 		0 		0 		0 		10,800,000 		21,600,000 

		　　　　受取事務手数料 ウケトリ		60,000 		0 		0 		0 		60,000 		120,000 

		　　　③ 受取会費 ウケトリ		17,257,500 		0 		0 		0 		17,257,500 		34,515,000 

		　　受取会費 ウケトリ		17,257,500 		0 		0 		0 		17,257,500 		34,515,000 

		　　　④ 事業収益 シュウエキ		21,542,930 		1,010,000 		853,100 		1,863,100 		0 		23,406,030 

		　　　　受取研修受講料 ウケトリ ケンシュウ ジュコウリョウ		80,000 		0 		0 		0 		0 		80,000 

		　　　　受取法定講習受講料 ウケトリ ホウテイ コウシュウ ジュコウリョウ		9,492,000 		0 		0 		0 		0 		9,492,000 

		　　　　岐阜県事務受託収益 ギフケン シュウエキ		1,406,930 		0 		0 		0 		0 		1,406,930 

		　　　　宅建試験業務受託収益 タッケン シュウエキ		10,564,000 		0 		0 		0 		0 		10,564,000 

		　　　　頒布事業収益 ジギョウ シュウエキ		0 		0 		200,000 		200,000 		0 		200,000 

		　　　　受取会館賃貸料 ウケトリ カイカン チンタイリョウ		0 		1,010,000 		0 		1,010,000 		0 		1,010,000 

		　　　　保証協会事務受託収益 シュウエキ		0 		0 		653,100 		653,100 		0 		653,100 

		　　　⑤ 雑収益 エキ		131,000 		0 		582,000 		582,000 		2,850 		715,850 

		　　　　受取利息		0 		0 		0 		0 		1,550 		1,550 

		　　　　雑収益 エキ		131,000 		0 		582,000 		582,000 		1,300 		714,300 

		　　　経常収益計 ケイジョウ シュウエキ		49,906,930 		1,010,990 		1,450,610 		2,461,600 		28,488,350 		80,856,880 

		　　⑵ 経常費用 ケイジョウ ヒヨウ

		　　　① 事業費 ジギョウ ヒ		87,141,415 		481,080 		15,807,086 		16,288,166 				103,429,581 

		　　　　給料手当 キュウリョウ テア		28,274,068 		242,349 		3,796,803 		4,039,152 				32,313,220 

		　　　　退職給付費用 タイショク キュウフ ヒヨウ		1,990,800 		17,064 		267,336 		284,400 				2,275,200 

		　　　　法定福利費 ホウテイ フクリ ヒ		4,058,215 		34,785 		544,960 		579,745 				4,637,960 

		　　　　福利厚生費 フクリ コウセイヒ		377,860 		3,239 		50,741 		53,980 				431,840 

		　　　　会議費 カイギヒ		1,444,900 		0 		2,397,500 		2,397,500 				3,842,400 

		　　　　会場費 カイジョウ ヒ		2,685,860 		0 		0 		0 				2,685,860 

		　　　　旅費交通費 リョヒ コウツウヒ		5,752,800 		0 		9,000 		9,000 				5,761,800 

		　　　　通信運搬費 ツウシン ウンパン ヒ		4,065,130 		17,946 		603,154 		621,100 				4,686,230 

		　　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		500,422 		4,289 		67,200 		71,489 				571,911 

		　　　　頒布原価 ハンプ ゲンカ		0 		0 		200,000 		200,000 				200,000 

		　　　　消耗什器備品費 ショウモウ ジュウキ ビヒン ヒ		810,000 		1,800 		28,200 		30,000 				840,000 

		　　　　消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ		651,200 		4,296 		67,304 		71,600 				722,800 

		　　　　広告費 コウコクヒ		4,657,800 		0 		0 		0 				4,657,800 

		　　　　修繕費 シュウゼンヒ		350,000 		3,000 		47,000 		50,000 				400,000 

		　　　　印刷費 インサツ ヒ		5,117,000 		900 		1,608,600 		1,609,500 				6,726,500 

		　　　　図書費 トショヒ		345,000 		0 		0 		0 				345,000 

		　　　　水道光熱費 スイドウ コウネツヒ		1,293,320 		11,086 		173,674 		184,760 				1,478,080 

		　　　　賃借料 チンシャクリョウ		7,280,360 		56,969 		892,511 		949,480 				8,229,840 

		　　　　保険料 ホケンリョウ		168,900 		1,362 		22,338 		23,700 				192,600 

		　　　　諸謝金 ショ シャキン		5,897,500 		0 		0 		0 				5,897,500 

		　　　　事務機使用料 ジムキ シヨウリョウ		2,747,880 		20,930 		327,910 		348,840 				3,096,720 

		　　　　租税公課 ソゼイ コウカ		1,119,700 		53,026 		159,074 		212,100 				1,331,800 

		　　　　事務所管理費 ジム ショ カンリヒ		937,860 		8,039 		125,941 		133,980 				1,071,840 

		　　　　支払負担金 シハラ フタンキン		5,256,040 		0 		4,382,840 		4,382,840 				9,638,880 

		　　　　委託費 イタク ヒ		625,000 		0 		0 		0 				625,000 

		　　　　雑費 ザッピ		733,800 		0 		35,000 		35,000 				768,800 

		　　　② 管理費 カンリ										36,371,718 		36,371,718 

		　　　　役員報酬 ヤクイン ホウシュウ										200,000 		200,000 

		　　　　給料手当										8,078,310 		8,078,310 

		　　　　退職給付費用 タイショク キュウフ ヒヨウ										568,800 		568,800 

		　　　　法定福利費 ホウテイ フクリ										1,159,490 		1,159,490 

		　　　　福利厚生費										107,960 		107,960 

		　　　　総会費										1,200,000 		1,200,000 

		　　　　理事会費										865,500 		865,500 

		　　　　諸会議費 ショ カイギ										9,059,400 		9,059,400 

		　　　　旅費交通費										1,350,000 		1,350,000 

		　　　　通信運搬費 ツウシン ウンパン ヒ										740,700 		740,700 

		　　　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ										142,978 		142,978 

		　　　　消耗什器備品費 ショウモウ ジュウキ ビヒン ヒ										60,000 		60,000 

		　　　　消耗品費 ショウモウ ヒン ヒ										143,200 		143,200 

		　　　　広告費 コウコク										3,694,000 		3,694,000 

		　　　　修繕費 シュウゼンヒ										100,000 		100,000 

		　　　　印刷費 インサツ ヒ										212,000 		212,000 

		　　　　図書費										260,000 		260,000 

		　　　　水道光熱費										369,520 		369,520 

		　　　　賃借料 チンシャクリョウ										1,898,960 		1,898,960 

		　　　　保険料 ホケンリョウ										380,400 		380,400 

		　　　　諸謝金 ショ シャキン										679,000 		679,000 

		　　　　研修諸費										279,500 		279,500 

		　　　　慶弔表彰費 ヒョウショウ										1,520,000 		1,520,000 

		　　　　事務機使用料										868,880 		868,880 

		　　　　租税公課										216,200 		216,200 

		　　　　事務所管理費 ジム ショ カンリ ヒ										267,960 		267,960 

		　　　　渉外費										852,000 		852,000 

		　　　　雑費 ヒ										1,096,960 		1,096,960 

		　　　経常費用計 ケイジョウ ヒヨウ ケイ		87,141,415 		481,080 		15,807,086 		16,288,166 		36,371,718 		139,801,299 

		　　　当期経常増減額 トウキ ケイジョウ ゾウゲンガク		△37,234,485 		529,910 		△14,356,476 		△13,826,566 		△7,883,368 		△58,944,419 

		　２．経常外増減の部 ケイジョウ ガイ ゾウゲン ブ

		　　⑴ 経常外収益 ケイジョウ ガイ シュウエキ

		　　　経常外収益計		0 		0 		0 		0 		0 		0 

		　　⑵ 経常外費用 ケイジョウ ガイ ヒヨウ

		　　　経常外費用計 ケイジョウ ケイ		0 		0 		0 		0 		0 		0 

		　　　当期経常外増減額 トウキ ケイジョウ ガイ ゾウゲンガク		0 		0 		0 		0 		0 		0 

		　　　他会計振替前
　　　当期一般正味財産増減額 タ カイケイ フリカエ ゼン トウキ イッパン ショウミ ザイサン ゾウゲンガク		△37,234,485 		529,910 		△14,356,476 		△13,826,566 		△7,883,368 		△58,944,419 

		　　　他会計振替額 タ カイケイ フリカエ ガク		180,367 		△180,367 		0 		△180,367 		0 		0 

		　　　当期一般正味財産増減額 トウキ イッパン ショウミ ザイサン ゾウゲンガク		△37,054,118 		349,543 		△14,356,476 		△14,006,933 		△7,883,368 		△58,944,419 

		　　　一般正味財産期首残高 イッパン ショウミ ザイサン キシュ ザンダカ												277,500,000 

		　　　一般正味財産期末残高 イッパン ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ												218,555,581 

		Ⅱ　指定正味財産増減の部 シテイ ショウミ ザイサン ゾウゲン ブ

		　　　当期指定正味財産増減額 トウキ シテイ ショウミ ザイサン ゾウゲンガク		0 		0 		0 		0 		0 		0 

		　　　指定正味財産期首残高 シテイ ショウミ ザイサン キシュ ザンダカ		0 		0 		0 		0 		0 		0 

		　　　指定正味財産期末残高 シテイ ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ		0 		0 		0 		0 		0 		0 

		Ⅲ　正味財産期末残高 ショウミ ザイサン キマツ ザンダカ												218,555,581 



		収益事業から生じた利益繰入れ額＝［収益事業利益－法人会計×｛収益事業費 ／（公益事業費＋収益事業費+その他事業費）｝］×0.5 シュウエキ ジギョウ リ エキ ホウジン カイケイ シュウエキ ジギョウ ヒ コウエキ ジギョウ ヒ シュウエキ ジギョウ ヒ タ ジギョウヒ

				180,367





