
平成27年度　収支予算書（損益ベース）
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

科　　　目 劔劔平成27年度 予算額 剳ｽ成26年度 予算額 剔掾@減 劔OXﾖﾂ�

Ⅰ一般正味財産増減の部 劔劔 � � 剪�

1．経常増減の部 劔剪������ 

（1）経常収益 劔� � � 剪�

療導 �� ��� ��■紳拍師 � 剪�

｝． 剪�

基本財産受取利息 劔664，000 �664，000 �0 剪�

基本財産受取利息 剴ccH�3����田cH�3�������� 

r　I． 冲　＋＋ 凵E・∴7：1； 剴�G．叩¢； 

特定資産受取利息 劔24，000 �95，000 凵｢71，000 剪�

特定資産受取利息 剴#H�3����涛X�3������#s��3����� 

；；・■…；1■観賢婦 �� ��剪�．＿＿：．；零・■ 劔 ����X������������X�B�����ﾆ��B�� 

受取入会金 劔90，000 �80，000 �10，000 剪�

受取会費 劔14，196，000 �13，692，000 �504，000 剪�

㌍■亀裂粕劇沖■≡ 刧i■公：顔姑顔姶 剪�．．1■． ��劔��

共済給付事業収益 劔4，420，000 �5，280，000 凵｢860，000 剪�

共済給付事業収益 剴H�3C#��3����店�3#���3������#ツ��3����� 

．；・…†訊一略開叩．； 凵E≡・・…：4 ��X���劇吋 ��
．＿一　　　　．† ��

受取補助金 劔150，000 �135，000 �15，000 剪�

健康管理補助金 剴�S��3������3X�3������X�3����� 

受取市補助金 劔19，744，000 �19，348，000 �396，000 剪�

l l 豫yyﾙN�(�ｾ���10，513，000 �10，389，000 �124，000 剪�

事業管理費補助金 剴��3#3��3����嶋�3鉄��3�����#s(�3����� 

言乳75仇朋0‾て 凵�G△≡－≡二日419－．胱腱 剪�－ 劍�X�T��R� 

受取負担金 劔8，601，000 �9，750，000 凵｢1，149，000 剪�

受取負担金 剴��3c���3����祷�3sS��3������#��3�C��3����� 

劇沖・≡ ����� ・；．っ＿． � 剪�

受取寄附金 劔1，000 �1，000 �0 剪�

受取寄附金 剴��3�������3�������� 

劇掛 ��X�x�H�8�X�x�H��,ﾙ��H�r���� 
・…・‥・…・…20iOOO■≡ 

雑収益 劔670，000 �650，000 �20，000 剪�

受取利息 剴���3��������3�������� 

事務手数料収益 剴C���3����鼎#x�3������#�x�3����� 

雑収益 剴#S��3�����#�8�3�����3x�3����� 

収諒 ��刧f鞭痔印 ��9B�二㌶噌劇略髄隠 剽ﾈ各藩絹乳別枠 剪�

（2）経常費用 劔� � � 剪�

き �� 剪���X�x�x�x�Yiﾈ��k鞏yN��X�r���� ≦　■　＿　　1． 劔・I‾・　　・・■ナ・・ 

ミミ1広報事業費 劔526，000 �735，000 凵｢209，000 剪�

広報費 剴Csh�3����田ス�3������##���3����� 

助成費 剴S��3����鉄��3�������� 
・寸事業運営責 劔5，814，000 �6，032，000 凵｢218，000 剪�

嘱託職員賃金 剴8�3S���3�����8�3s3(�3������###H�3����� 

法定福利費 剴S�H�3����鉄滴�3������#���3����� 

職員厚生責 剴�(�3������8�3������#��3����� 

通信運搬費 剴3CX�3�����33(�3������8�3����� 

印刷製本費 剴����3����塔S(�3����鼎��3����� 

支払手数料 剴3��3�����#x�3�����8�3����� 

委託費 剴C#��3�����3塗�3�����#H�3����� 

燃料費 剴S��3����鉄��3�������� 

旅費交通費 剴�X�3������h�3������#��3����� 

雑費 剴#��3�����#��3�������� 
■；…．≡支払負担金 劔11，992，000 �11，764，000 �228，000 剪�

共済負担金 剴x�3����3����塗�3ツh�3�����#3H�3����� 

事業負担金 剴H�3ン(�3����滴�3ン��3������#h�3����� 



平成27年度　収支予算書（損益ベース）
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

科　　　目 劔剳ｽ成27年度 予算壊 兌ﾙ�ﾃ#iD�7��uﾈ螽ｧ｢�増　減 儖Xﾖﾂ�

ヽ �4，420，000 店�3#���3����△860，000 ��

結婚祝金 塔���3����990，000 ��#����3���� 

結婚記念祝金 �#���3����230，000 ��##��3���� 

出産祝金 �3s��3����370，000 ��� 

入学祝金 都���3����960，000 ��##S��3���� 

死亡弔慰金 ���3����3����1，170，000 ��#�s��3���� 

障害見舞金 ��S��3����0 ��S��3���� 

災害見舞金 ���300，000 ��#3���3���� 

傷病見舞金 ���3����3����1，100，000 ��#����3���� 

成人祝金 �#��3����20，000 ��� 

還暦祝金 ��S��3����140，000 ����3���� 

：…；給付事業費 �2，484，000 �(�3C#h�3����58，000 ��

永年在会慰労金引当金繰入額 �(�3Cォ�3����2，426，000 鉄��3���� 
・．　⊂コ �11，318，000 ��(�3�cX�3����△747，000 ��

l l l 佰ｩ�h馼ｼiN��11，198，000 ����3SCX�3����△347，000 ��

25周年記念事業 ���500，000 ��#S���3���� 

施設利用費 ��#��3����20，000 �����3���� 
蔭‡ �1，398，000 ���3C�H�3����△6，000 ��

l l ��ﾈｭH6�6(4�9竸(�ｾ��686，000 田�8�3����3，000 ��

健康増進補助金 都�(�3����721，000 ��#��3���� 

・・．‡菅‾ 佛ﾙN���言沌周到損廿か �?�?�?�自k隰8�(自?ｨ傾���2�∵好個隕 ��

人 �6，954，000 塗�3CS��3����504，000 ��

役員報酬 鼎sX�3����400，000 都X�3���� 

嘱託職員賃金 �8�3s3H�3����3，364，000 �3s��3���� 

臨時職員賃金 ���3cs��3����1，610，000 田��3���� 

退職給付費用 �#���3����186，000 ��X�3���� 

法定福利責 塔S8�3����850，000 �8�3���� 

職員厚生費 �#��3����40，000 ��##��3���� 

i軍■議 �3，866，113 �8�3cc8�3��2�203，000 ��

会議費 塔H�3����46，000 �3��3���� 

旅責交通費 涛��3����83，000 嶋�3���� 

通信運搬費 涛c��3����863，000 ���h�3���� 

印刷製本費 ��ォ�3����180，000 滴�3���� 

消耗品章 �#c��3����337，000 ��#c��3���� 

賃借料 ���33Ch�3����1，516，000 ��#�s��3���� 

光熱水車 ���0 ��� 

修繕費 ��CX�3����20，000 ��#X�3���� 

保険料 田��3����70，000 ��#(�3���� 

燃料費 都��3����58，000 �#��3���� 

委託費 �3c8�3����294，000 田��3���� 

租税公課 度�3����5，000 �(�3���� 

支払負担金 ��s��3����112，000 鉄��3���� 

図書費 ��X�3����15，000 ��� 

研修費 �3(�3����21，000 ����3���� 

交際費 ����3����10，000 ��� 

工事費 ���0 ��� 

減価償却費 �(�3��2�2，113 ��� 

雑費 �3(�3����31，000 ���3���� 

‡用 ��㌶凝け確計時 ���M9�ﾈｹ引��㌦塾■斗駆け叩り ��

＿＿健 ��埠減 ����I�y|��‾：㍉冬二賃牲；叶等 做�ﾝﾘ�ﾈ���ﾘ鋹�ﾈ鰾� ��

2



平成27年度　収支予算書（損益ベース）
（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）

（単位：円）

科　　　目 劔剳ｽ成27年度 予算額 兌ﾙ�ﾃ#iD�7��uﾈ螽ｧ｢�増　減 儖Xﾖﾂ�

2．経常外増減の部 劔�� �� 

劫 �����ｨﾆ��ﾘ､�ｸ傭�剴��0 ��� 

経常外収益計 剴��0 ��� 

（2）経常外費用 劔0 ���0 ��

経常外費用 剌¥ ���0 ��� 

期経 ���ﾛ��X�X�������� �� ��帯…．．≡≡ � �� �� 

当期一般正味財産増減額 劔△212，113 ��#�#H�3��2�△88，000 ��
一般正味財産期首残高 劔23，709，922 �#8�3�3H�3�3R�△124，113 ��

■紅組打棒 ��ト■　　・■t■ 傲ﾙDXﾔY��?ｹ��(���X�����

Ⅱ　指定正味財産増減の部 劔� �� ��

線． �9hｯｨ轌.��9j�ﾞ�蝎�ﾘﾋ逢｢�剴��0 ��� 

指定正味財産期首残高 劔83，000，000 塔8�3����3����0 ��
・・■時畑源顔浄－≧ �� 

r．・　　十 � 

Ⅲ　正味財産期末残高 劔�106，497，809 ���h�3s���3�#"�△212，113 ��

3


