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平成28年３月31日

１ ． 貸 借 対 照 表 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

（単位：円）

科　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産
　　　　現金預金 22,281,910 9,130,233 13,151,677
　　　　　現金 12,248 16,230 △ 3,982
　　　　　普通預金肥後銀行 22,269,662 9,114,003 13,155,659
　　　　商品 731,546 553,379 178,167
　　　　未収金 41,971,364 46,677,741 △ 4,706,377
　　　　前払金 10,000 10,000 0
　　　　前払費用 321,222 0 321,222
　　　　仮払金 420,732 589,424 △ 168,692
　　　　立替金 400 24,600 △ 24,200
　　　流動資産合計 65,737,174 56,985,377 8,751,797
　２．固定資産
　　(1) 基本財産
　　　　投資有価証券 191,401,000 179,884,122 11,516,878
　　　　額面差額調整預金 210,000 115,878 94,122
　　　基本財産合計 191,611,000 180,000,000 11,611,000
　　(2) 特定資産
　　　　退職給付引当資産 8,344,720 3,709,367 4,635,353
　　　　額面差額調整資産 0 30,235 △ 30,235
　　　　事業推進資金積立金 2,152,000 2,152,000 0
　　　特定資産合計 10,496,720 5,891,602 4,605,118
　　(3) その他固定資産
　　　　建物 6,386,860 6,386,860 0
　　　　建物減価償却累計額 △ 1,064,476 △ 425,790 △ 638,686
　　　　建物付属設備 3,473,135 3,473,135 0
　　　　建物付属設備減価償却累計額 △ 385,896 △ 154,358 △ 231,538
　　　　車両運搬具 1,270,000 1,270,000 0
　　　　車両運搬具減価償却累計額 △ 1,269,995 △ 1,257,296 △ 12,699
　　　　什器備品 16,597,103 11,689,000 4,908,103
　　　　什器備品減価償却累計額 △ 11,388,569 △ 9,512,867 △ 1,875,702
　　　　ソフトウェア 810,000 0 810,000
　　　その他固定資産合計 14,428,162 11,468,684 2,959,478
　　　固定資産合計 216,535,882 197,360,286 19,175,596
　　　資産合計 282,273,056 254,345,663 27,927,393
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　　未払金 18,094,376 16,147,297 1,947,079
　　　　前受金 19,188,945 17,613,145 1,575,800
　　　　預り金 1,194,937 1,010,140 184,797
　　　流動負債合計 38,478,258 34,770,582 3,707,676
　２．固定負債
　　　　退職給付引当金 8,344,720 3,709,367 4,635,353
　　　固定負債合計 8,344,720 3,709,367 4,635,353
　　　負債合計 46,822,978 38,479,949 8,343,029
Ⅲ　正味財産の部
　１．指定正味財産
　　　　寄付金 191,611,000 180,000,000 11,611,000
　　　指定正味財産合計 191,611,000 180,000,000 11,611,000
　　　　（うち基本財産への充当額） （       191,611,000   ） （       180,000,000   ） （         11,611,000   ）
　　　　（うち特定資産への充当額） （                              ） （                         0   ） （                         0   ）
　２．一般正味財産 43,839,078 35,865,714 7,973,364
　　　　（うち基本財産への充当額） （                         0   ） （                         0   ） （                         0   ）
　　　　（うち特定資産への充当額） （           2,152,000   ） （           2,182,235   ）（            △ 30,235   ）
　　　正味財産合計 235,450,078 215,865,714 19,584,364

　　　負債及び正味財産合計 282,273,056 254,345,663 27,927,393

ー 52 ー



平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

２ ． 正 味 財 産 増 減 計 画 書 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

（単位：円）

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 2,978,941 2,906,880 72,061

　　② 特定資産運用益

　　　　　特定資産受取利息 974 0 974

　　③ 受取会費

　　　　　受取賛助会員会費 564,000 578,000 △ 14,000

　　④ 事業収益

　　　　　自主事業収益 4,477,500 4,187,800 289,700

　　　　　指定管理事業収益 65,078,189 60,373,288 4,704,901

　　⑤ 事業受託収益

　　　　　指定管理事業受託収益 111,496,902 113,458,562 △ 1,961,660

　　　　　その他事業受託収益 7,007,831 13,790,806 △ 6,782,975

　　⑥ 受取補助金等

　　　　　受取民間助成金 65,000 864,000 △ 799,000

　　⑦ 雑収益

　　　　　受取利息 0 754 △ 754

　　　　　雑収益 846,621 766,558 80,063

　　　　　　　　　経常収益計 192,515,958 196,926,648 △ 4,410,690

  (2) 経常費用

　　① 事業費 167,762,760 177,588,396 △ 9,825,636

　　② 管理費 27,901,714 21,709,459 6,192,255

　　　　　　　　　経常費用計 195,664,474 199,297,855 △ 3,633,381

　　　　　　　　　　評価損益等調整前当期経常増減額 △ 3,148,516 △ 2,371,207 △ 777,309

　　　　　　　　　　基本財産評価損益等 11,046,000 0 11,046,000

　　　　　　　　　　評価損益等計 11,046,000 0 11,046,000

　　　　　　　　　　当期経常増減額 7,897,484 △ 2,371,207 10,268,691

 ２．経常外増減の部

  (1) 経常外収益

　　① 受取補助金等

　　　　　受取民間助成金 75,880 150,000 △ 74,120

　　　　　　　　　経常外収益計 75,880 150,000 △ 74,120

　(2) 経常外費用

　　① 除却損失

　　　　　什器備品除却損 0 50,693 △ 50,693

　　　　　　　　　経常外費用計 0 50,693 △ 50,693

　　　　　　　　　　当期経常外増減額 75,880 99,307 △ 23,427

　　　　　　　　　　当期一般正味財産増減額 7,973,364 △ 2,271,900 10,245,264

　　　　　　　　　　一般正味財産期首残高 35,865,714 38,137,614 △ 2,271,900

　　　　　　　　　　一般正味財産期末残高 43,839,078 35,865,714 7,973,364

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　① 基本財産評価益

　　　　　基本財産評価益 11,611,000 0 11,611,000

　　② 基本財産運用益

　　　　　基本財産受取利息 2,978,941 2,906,880 72,061

　　③ 一般正味財産への振替額

　　　　　一般正味財産への振替額 △ 2,978,941 △ 2,906,880 △ 72,061

　　　　　　　　　　当期指定正味財産増減額 11,611,000 0 11,611,000

　　　　　　　　　　指定正味財産期首残高 180,000,000 180,000,000 0

　　　　　　　　　　指定正味財産期末残高 191,611,000 180,000,000 11,611,000

Ⅲ　正味財産期末残高 235,450,078 215,865,714 19,584,364

ー 53 ー



平成28年３月31日

３ ． 財 産 目 録 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

（単位：円）

貸借対照表科目 場所・物量等 　使用目的等 金　　額
（流動資産）

現金預金
　現金 手元保管 還付準備金として  12,248
　普通預金 肥後銀行熊本市役所支店 運転資金として  22,269,662

＜現金預金計＞  22,281,910
商品 link café 期末商品在庫  731,546

＜商品計＞  731,546
未収金 文部科学省 第３回グローバルワークキャンプinASO事業受託料  4,207,831

熊本市 指定管理料１-３月分  27,874,230
熊本市 フェアトレードに関する市民への広報事業にかかる業務受託料  300,000
前受金 翌年度利用料金２-３月分  5,326,150
利用者 利用料金収入２-３月分  4,046,929

春休み子ども英語クラブ受講料  75,000
利用者 春休み親子で英会話受講料  63,000
その他 春休み子ども英語クラブで使用する工作材料費【戻入分】  814

フェアトレードマルシェ出店料  6,000
link caféで使用する各種消耗品【戻入分】  8,332
３／30コピー、ＦＡＸ、レンタサイクル、ごみ袋収入  810
３／31ホール用看板印刷代  6,480
３／31link caféイベント売上  10,812

英語でボランティアガイド養成講座事務手数料収入  44,976
＜未収金計＞  41,971,364

前払金 ㈱日本レジストリサービス Ｈ27年度ドメイン名登録管理料  5,140
（一社）日本音楽著作権協会九州支部 Ｈ27年BGM使用料  4,860

＜前払金計＞  10,000
前払費用 ㈱肥銀リース link café書棚、テーブルセット等割賦契約手数料  321,222

＜前払費用計＞  321,222
仮払金 国税、地方税 有価証券利息収入に伴う仮払法人税分  420,732

＜仮払金計＞  420,732
立替金 市民税 育休職員の市民税立替分  400

＜立替金計＞  400
流動資産合計  65,737,174
(固定資産)
基本財産

投資有価証券 シルフリミテッド№50359 基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している  99,900,000
第109回住宅金融支援機構債券 基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している  60,547,000
熊本市平成24年度第１回10年公募公債 基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している  20,954,000
第13回利付国債 基本財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している  10,000,000

額面差額調整預金 肥後銀行熊本市役所支店 投資有価証券購入時のアキュム・アモチ処理に伴う額面調整として管理している  210,000
<基本財産計> 191,611,000

特定資産
退職給付引当資産 肥後銀行熊本市役所支店 職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している  8,344,720
事業推進資金積立金 肥後銀行熊本市役所支店 将来的な事業実施に伴う経費分として管理している  2,152,000

<特定資産計>  10,496,720
その他固定資産

建物 link café内装工事 （その他会計他２保有財産）  6,386,860
建物減価償却累計額 △ 1,064,476
建物付属設備 link café給排水、電気、照明、換気調整工事 （その他会計他２保有財産） 3,473,135
建物付属設備減価償却累計額 △ 385,896
車両運搬具 公用車日産ウィングロード （共有財産） 1,270,000
車両運搬具減価償却累計額 △ 1,269,995
什器備品

ビデオカメラ （実施事業等会計継１保有財産）  116,550
液晶プロジェクター （実施事業等会計継１保有財産）  201,600
ノートＰＣ （実施事業等会計継１保有財産）  165,900
ビデオカメラ （実施事業等会計継２保有財産）  135,030
映像機器セット （実施事業等会計継２保有財産）  500,000
テント一式 （実施事業等会計継２保有財産）  689,535
２Ｆラウンジ音響機器一式 （その他会計他１保有財産）  1,627,500
ポスタープリンター （その他会計他１保有財産）  236,949
ガラスケース （その他会計他２保有財産）  249,186
ハウリングプロセッサー （その他会計他２保有財産）  220,500
デスクトップパソコン一式 （その他会計他２保有財産）  739,515
グランドピアノ運搬車 （その他会計他２保有財産）  779,100
会計システムソフトウェア （その他会計他２保有財産）  778,680
KIF・会館HPリニューアル開発費 （その他会計他２保有財産）  1,230,600

ー 54 ー



貸借対照表科目 場所・物量等 　使用目的等 金　　額
web予約システム追加開発費 （その他会計他２保有財産）  1,451,625
link café家具一式 （その他会計他２保有財産）  3,885,019
会計システムソフトウェア （法人会計保有財産）  86,520
KIF・会館HPリニューアル開発費 （法人会計保有財産）  307,650
会計ソフト用サーバ （法人会計保有財産）  654,048
事業団NAS（LAN接続HDD） （法人会計保有財産）  369,036
業務管理システムサーバ一式 （共有財産）  1,176,000
業務管理システムソフト開発 （共有財産）  233,000
職員及び受付、ホール用パソコン一式 （共有財産）  763,560

什器備品減価償却累計額 △ 11,388,569
ソフトウェア 会計ソフト及び伺書ネットワークシステム （法人会計保有財産）  810,000

<その他固定資産計>  14,428,162
固定資産合計  216,535,882
　　  資産合計  282,273,056
(流動負債)

未払金 相談員 継１多文化オフィス運営事業での相談員３月分謝礼金  48,200
㈲大谷書店 日本語教室で使用する教材  12,830
㈱鶴屋百貨店 にほんごくらぶお花見会の鉢盛、オードブル  20,775
加藤紙店 防災基礎情報セミナーでの防災グッズ購入  18,156
賃借料 ３月分日本語教室会場使用料  2,560
日本語講師 平成27年度初級日本語集中講座講師謝礼金  120,000
西税務署 ３月謝礼金に伴う源泉所得税  9,561
メディカルサポート メディカルサポート活動謝礼金  24,000
定永祐子氏 平成27年度初級日本語集中講座コーディネート謝礼金  48,000
竹村明子氏 平成27年度日本語指導及び教育相談活動謝礼金  30,000
諸口 カフェ店舗什器備品割賦契約支払残額  4,188,888
㈱シティFM 防災コミュニティパートナー企画スポンサー料  129,600
賃借料 コピー機、BBC、フラワーコンテナ、カフェ厨房機器、便器防臭、マット、BIB３月分賃借料  520,603
県青年海外協力協会 平成27年度KIF民間団体助成金  133,580
㈱マインド 平成27年度グローバルカレッジ講師謝礼金  50,000
海外・国内雑誌 海外・国内雑誌３月分購読料  634,850
修繕費 電動自転車TSマーク更新点検  5,400
嘱託職員 ３月分賃金  2,264,158
㈱ﾘｺｰ及び㈱キャノン コピーカウンター料３月分  51,203
語学講座講師 語学講座講師３月分謝礼金  236,000
羽賀友信アドバイザー 平成26年度事業アドバイザー謝礼金  500,000
熊本市シルバー人材センター 会館駐車場業務３月分委託料  615,384
商品仕入 ３月分link café商品仕入れ  335,585
㈱ダーク スマイルステーションコーナー設置業務委託  145,011
㈱キューネット ４階厨房内清掃  162,000
光熱水料費 ３月分電気、ガス、上下水道代  1,734,281
助成金 第９回在日外国人生徒交流会助成金  50,000
㈲ステージラボ ホール舞台等管理運営業務３月分  1,105,472
西日本電信電話㈱ 県内通話、インターネット光フレッツ基本料、メールセキュリティチェック、インターネットプロバイダー料ほか３月分  61,470
熊本中央郵便局 後納郵便使用料３月分  23,434
国税局 平成27年度消費税  2,275,300
国税局 平成27年度法人税  81,000
熊本西年金事務所 社会保険事業主負担分  831,297
㈱NIK ホームページ保守業務  388,800
中退共 退職金共済掛金  280,000
庄田公認会計士事務所 会計事務等指導及び税務書類作成業務委託料  500,000
その他 各種事業に伴う消耗品等一式  456,978

<未払金計>  18,094,376
前受金 熊本市国際交流会館 国際交流会館施設使用料の翌年度利用分収納金である  19,188,945

<前受金計>  19,188,945
預り金 職員 源泉所得税  97,470

市町村民税  185,000
社会保険料  619,448

講師 講師謝礼金に伴う源泉所得税  11,942
その他 その他各種預り金  281,077

<預り金計>  1,194,937
流動負債合計  38,478,258
(固定負債)

退職給付引当金 職員 中退共からの支給される額との差額分の引当金である  8,344,720
固定負債合計  8,344,720
　　  負債合計  46,822,978
　　  正味財産  235,450,078
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平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

４ ． 収 支 計 算 書 一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

（単位：円）

科　　目
予算額
A

決算額
B

差　異
A-B

備　考

Ⅰ事業活動収支の部
　１　事業活動収入
　　①基本財産運用収入 2,887,700 2,863,063 24,637
　　　（１）基本財産利息収入 2,887,700 2,863,063 24,637
　　②特定資産運用収入 0 974 △ 974
　　　（１）特定資産利息収入 0 974 △ 974
　　③会費収入 950,000 564,000 386,000
　　　（１）賛助会員会費収入 950,000 564,000 386,000
　　④事業収入 71,292,812 69,555,689 1,737,123
　　　（１）自主事業収入 4,945,000 4,477,500 467,500
　　　（２）指定管理事業収入 66,347,812 65,078,189 1,269,623
　　⑤事業受託収入 117,968,902 118,504,733 △ 535,831
　　　（１）事業受託収入 117,968,902 118,504,733 △ 535,831
　　⑥補助金等収入 0 140,880 △ 140,880
　　　（１）民間助成金収入 0 140,880 △ 140,880
　　⑦雑収入 86,000 846,621 △ 760,621
　　　（１）雑収入 86,000 846,621 △ 760,621
　　　　　事業活動収入計 193,185,414 192,475,960 709,454
　２　事業活動支出
　　①事業費支出 169,115,858 165,204,943 3,910,915
　　　（１）事業費支出 169,115,858 165,204,943 3,910,915
　　②管理費支出 23,908,139 22,903,553 1,004,586
　　　（１）管理費支出 23,908,139 22,903,553 1,004,586
　　　　　事業活動支出計 193,023,997 188,108,496 4,915,501
　　　　　　　事業活動収支差額 161,417 4,367,464 △ 4,206,047
Ⅱ投資活動収支の部
　１　投資活動収入
　　①基本財産取崩収入 111,161,878 111,161,878 0
　　　（１）投資有価証券売却収入 111,046,000 111,046,000 0
　　　（２）額面差額調整預金取崩収入 115,878 115,878 0
　　②特定資産取崩収入 2,146,113 2,146,113 0
　　　（１）額面差額調整資産取崩収入 146,113 146,113 0
　　　（２）事業推進資金積立金取崩収入 2,000,000 2,000,000 0
　　　　　投資活動収入計 113,307,991 113,307,991 0
　２　投資活動支出
　　①基本財産取得支出 99,790,000 100,000,000 △ 210,000
　　　（１）投資有価証券取得支出 99,790,000 99,790,000 0
　　　（２）額面差額調整預金支出 0 210,000 △ 210,000
　　②特定資産取得支出 6,751,231 6,751,231 0
　　　（１）退職給付引当資産取得支出 4,635,353 4,635,353 0
　　　（２）額面差額調整資産取得支出 115,878 115,878 0
　　　（３）事業推進資金積立金取得支出 2,000,000 2,000,000 0
　　③固定資産取得支出 5,947,019 5,880,103 66,916
　　　（１）什器備品購入支出 5,947,019 4,908,103 1,038,916
　　　（２）ソフトウェア購入支出 0 972,000 △ 972,000
　　　　　投資活動支出計 112,488,250 112,631,334 △ 143,084
　　　　　　　投資活動収支差額 819,741 676,657 143,084
Ⅲ財務活動収支の部
　１　財務活動収入
　　①借入金収入 0 0 0
　　　（１）短期借入金収入 0 0 0
　　　　　財務活動収入計 0 0 0
　２　財務活動支出
　　①借入金返済支出 0 0 0
　　　（１）短期借入金返済支出 0 0 0
　　　　　財務活動支出計 0 0 0
　　　　　　　財務活動収支差額 0 0 0
　　　　　　　当期収支差額 981,158 5,044,121 △ 4,062,963
　　　　　　　前期繰越収支差額 22,214,795 22,214,795 0
　　　　　　　次期繰越収支差額 23,195,953 27,258,916 △ 4,062,963
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１　重要な会計方針
(１)　有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券の評価基準は、分類がその他有価証券のため、時価評価を採用している。

(２)　固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(３)　引当金の計上基準

退職給付引当資産

職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度で発生して

いると認められる額を計上している。（期末要支給額と中退共積立金との差額不足分）

(４)　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

(５)　棚卸の評価基準

棚卸の評価基準は、最終仕入原価法で行っている。

２　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

　投資有価証券 179,884,122 111,516,878 100,000,000 191,401,000

　額面差額調整預金 115,878 210000 115,878 210,000

小　　計 180,000,000 111,726,878 100,115,878 191,611,000

特定資産

　退職給付引当資産 3,709,367 4635353 0 8,344,720

　額面差額調整資産 30,235 115,878 146,113 0

　事業推進資金積立金 2,152,000 2,000,000 2000000 2,152,000

小　　計 5,891,602 6,751,231 2,146,113 10,496,720

合　　計 185,891,602 118,478,109 102,261,991 202,107,720

３　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目 当期末残高 （うち指定正味財産からの充当額） （うち一般正味財産からの充当額） （うち負債に対応する額）

基本財産

　投資有価証券 191,401,000 191,401,000 0 －

　額面差額調整預金 210,000 210,000 0 －

小計 191,611,000 191,611,000 0 －

特定資産

　退職給付引当資産 8,344,720 0 0 8,344,720

　額面差額調整資産 0 0 0 0

　事業推進資金積立金 2,152,000 0 2,152,000 0

小計 10,496,720 0 2,152,000 8,344,720

合計 202,107,720 191,611,000 2,152,000 8,344,720

（単位：円）

（単位：円）

５ ． 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記  一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

平成28年３月31日現在 
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４　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上の記載区分

助成金

　受取民間助成金 阿蘇くまもと空港国際線振興協議会 － 65,000 45,000 0 一般正味財産

　受取民間助成金 地域国際化協会連絡協議会 － 75,880 75,880 0 一般正味財産

合　計 0 140,880 120,880 0

５　指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内　　　容 金　　額

経常収益への振替額

　第13回利付国債（30年）一千万円利息の振替 200,000

　第13回利付国債１千万円償却原価分の振替    6,180

　第109回住宅金融支援機構債券５千万円利息の振替    893,500

　福岡県平成24年度第２回20年公債１億円利息の振替  1,610,363

　福岡県平成24年度第２回20年公債１億円償却原価分の振替  109,698

　熊本市平成24年度第１回10年公債２千万円利息の振替  159,200

合　　　計 2,978,941

（単位：円）

（単位：円）

１　資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、商品、未収金、前払金、前払費用、仮払金、立替金、未払金、前受金、預り金を

含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２　次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科　　目 前期末残高 当期末残高

現 金 預 金 9,130,233 22,281,910

商 品 553,379 731,546

未 収 金 46,677,741 41,971,364

前 払 金 10,000 10,000

前 払 費 用 0 321,222

仮 払 金 589,424 420,732

立 替 金 24,600 400

合 計 56,985,377 65,737,174

未 払 金 16,147,297 18,094,376

前 受 金 17,613,145 19,188,945

預 り 金 1,010,140 1,194,937

合 計 34,770,582 38,478,258

次期繰越収支差額 22,214,795 27,258,916

（単位：円）

収支計算書に対する注記   一般財団法人熊本市国際交流振興事業団

平成28年３月31日現在
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３　科目間の流用及び予備費の使用について

科　　目 当初予算額 科目間流用額 流用後予算額

事業費支出―給与手当支出 41,650,623 2,723,819 44,374,442

事業費支出―臨時雇賃金支出 25,385,390 △443,135 24,942,255

事業費支出―福利厚生費支出 13,097,841 706,827 13,804,668

事業費支出―旅費交通費支出 2,773,498 71,351 2,844,849

事業費支出―通信運搬費支出 1,476,180 12,324 1,488,504

事業費支出―消耗什器備品費支出 135,864 141,806 277,670

事業費支出―消耗品費支出 9,114,450 △995,871 8,118,579

事業費支出―修繕費支出 20,400 8,980 29,380

事業費支出―印刷製本費支出 979,600 △83,222 896,378

事業費支出―光熱水費支出 26,130,285 △451,211 25,679,074

事業費支出―賃借料支出 3,588,782 △554,912 3,033,870

事業費支出―保険料支出 260,170 △21,000 239,170

事業費支出―諸謝金支出 7,455,600 △807,306 6,648,294

事業費支出―租税公課支出 7,470,755 169,594 7,640,349

事業費支出―助成金支出 500,000 △316,420 183,580

事業費支出―寄付金支出 0 1,899 1,899

事業費支出―委託費支出 21,728,944 503,859 22,232,803

事業費支出―支払手数料支出 318,618 6,842 325,460

事業費支出―広告料支出 257,000 △25,000 232,000

事業費支出―研修費支出 6,000 13,000 19,000

事業費支出―商品仕入支出 6,324,000 △666,784 5,657,216

事業費支出―雑支出 278,858 4,560 283,418

管理費支出―給与手当支出 9,804,239 △400,000 9,404,239

管理費支出―臨時雇賃金支出 2,602,666 1,061,785 3,664,451

管理費支出―福利厚生費支出 3,380,497 △300,000 3,080,497

管理費支出―会議費支出 454,000 △150,000 304,000

管理費支出―通信運搬費支出 292,028 △3,581 288,447

管理費支出―消耗什器備品費支出 360,000 △75,204 284,796

管理費支出―消耗品費支出 44,000 23,900 67,900

管理費支出―修繕費支出 205,200 30,000 235,200

管理費支出―印刷製本費支出 137,500 △101,150 36,350

管理費支出―燃料費支出 60,000 610 60,610

管理費支出―租税公課支出 548,073 △162,170 385,903

管理費支出―負担金支出 238,040 540 238,580

管理費支出―委託費支出 1,265,350 38,550 1,303,900

管理費支出―広告料支出 0 36,720 36,720

管理費支出―研修費支出 21,000 △2,246 18,754

管理費支出―雑支出 0 2,246 2,246

（単位：円）
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