
(単位：円）

Ⅰ 一般正味財産増減の部

　　　　１． 経常増減の部

　　　　　　(１) 経常収益

　　　　　　　　　　特定資産運用益

　　　　　　　　　　　 特定資産受取利息 406,864 431,510 ▲24,646 

　　　　　　　　　　受取会費

　　　　　　　　　　　 受取会費 77,691,320 77,268,040 423,280

　　　　　　　　　　受取入会金

　　　　　　　　　　　 受取入会金 800,000 1,500,000 ▲700,000 

　　　　　　　　　　事業収益

　　　　　　　　　　 　施設管理運営収益 7,673,604 7,603,842 69,762

　　　　　　　　 　　　家賃収益 660,000 660,000 0

　　　　　　　　　　 　施設利用収益 339,550 245,300 94,250

　　　　　　　　　　 　斡旋品販売収益　　 2,697,250 2,774,750 ▲77,500 

　　　　　　　　　　事業収益計 11,370,404 11,283,892 86,512

　　　　　　　　　　受取運輸振興助成補助金

　　　　　　　　　　　 受取運輸事業振興助成補助金 220,357,000 224,741,000 ▲4,384,000 

　　　　　　　　　　全ト協助成金

　　　　　　　　　　　全ト協助成金 26,674,679 23,485,636 3,189,043

　　　　　　　　　　雑収益

　　　　　　　　　　　 受取利息 4,211 1,150 3,061

　　　　　　　　　　　　　雑収益 977,602 4,998,671 ▲4,021,069 

　　　　　　　　　　雑収益計 981,813 4,999,821 ▲4,018,008 

　　　　　　　 　経常収益計 338,282,080 343,709,899 ▲5,427,819 

　　　　　　(２) 経常費用

　　　　　　　　　　事業費

　　　　　　　　　　　 役員報酬 7,764,720 7,962,388 ▲197,668 

　　　　　　 　　　　　給料手当 64,408,816 66,348,070 ▲1,939,254 

　　　　　　　　 　　　福利厚生費 16,742,249 16,884,817 ▲142,568 

　　　　　　　　 　　　会議費 32,761 43,458 ▲10,697 

　　　　　　　 　　　　会場費 265,804 1,194,751 ▲928,947 

       　　　　　　　　 旅費交通費 2,990,360 5,361,120 ▲2,370,760 

        　　　　　 　　 交通雑費 162,560 185,664 ▲23,104 

　　　　　　　　　 　　諸謝金 8,045,560 3,128,827 4,916,733

　　　　　　　　 　　　助成費 58,434,771 59,826,220 ▲1,391,449 

　　　　　　　　　 　　負担金 44,110,229 44,637,194 ▲526,965 

　　　　　　　 　　　　通信運搬費 6,321,953 6,345,778 ▲23,825 

　　　　　　　　　 　　印刷製本費 9,708,463 8,926,978 781,485

　　　　　　　　　　 　備品消耗品費 1,433,019 3,606,095 ▲2,173,076 

      　　  　　　　 　 保険料 807,314 977,725 ▲170,411 

        　 　　　 　　　租税公課 2,591,981 3,791,490 ▲1,199,509 

        　　   　　 　　整備費 323,784 296,990 26,794

       　　  　　　 　　車両借上費 275,935 1,179,569 ▲903,634 

　　　　　　　　 　　　教材費 1,837,255 1,771,524 65,731

　　　　　　　　　 　　広告費 2,712,310 4,748,554 ▲2,036,244 

　　　　　　　　　　 　表彰費 1,609,767 1,546,967 62,800
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　　　　　　　　　　 　保守管理費 4,796,344 5,758,645 ▲962,301 

　　　　　　　　　　　 設営費 0 2,904,296 ▲2,904,296 

　　　　　　　　　　 　製作費 872,520 2,279,877 ▲1,407,357 

　　　　　　　　　　 　機器購入費 681,903 3,628 678,275

　　　　　　　　　　 　防疫対策費 264,046 9,000 255,046

　　　　　　　　　　 　調査研究費 0 546,396 ▲546,396 

　　　　　　　　　 　　教育研修費 248,923 2,702,544 ▲2,453,621 

　　　　　　　　　 　　燃料油脂費 549,578 566,486 ▲16,908 

   　　     　　　  　　新聞図書費 152,337 140,773 11,564

    　　   　　　　  　 リース料 3,002,632 4,059,790 ▲1,057,158 

     　　   　　　　　  利用料 1,623,527 1,592,130 31,397

     　　    　　　　 　水道光熱費 2,998,591 3,748,187 ▲749,596 

      　 　  　　　 　　警備保障費 771,693 894,388 ▲122,695 

      　 　  　　　 　　清掃費 2,463,622 2,453,844 9,778

     　 　   　　 　　　補修費 354,702 497,681 ▲142,979 

     　 　   　　 　　　活動費 468,936 929,979 ▲461,043 

     　 　   　　 　　　パイロット事業費 2,900,000 0 2,900,000

       　　　　 　　 　 諸手数料 805,540 804,861 679

     　　　　 　   　　 雑費 5,073,727 936,468 4,137,259

        　　　　 　　　 減価償却費 4,178,219 5,119,963 ▲941,744 

         　 　　　　　　賞与引当金繰入額 4,117,200 3,910,500 206,700

    　 　　　　　　　　 期首棚卸高 518,396 771,449 ▲253,053 

      　　 　　　　　　 期末棚卸高 ▲853,184 ▲518,396 ▲334,788 

　　　　　　　　　　事業費計 266,568,863 278,876,668 ▲12,307,805 

　　　　　　　　　　管理費

　　　　　　　 　　　　役員報酬 1,595,280 1,612,952 ▲17,672 

    　　  　　 　　　   給料手当 8,703,894 9,561,650 ▲857,756 

　　　　　　　　 　　　福利厚生費 2,378,317 2,550,934 ▲172,617 

　　　　　　 　　　　　会議費 1,626,638 625,531 1,001,107

　　　　　 　　　　　　会場費 719,458 3,151,148 ▲2,431,690 

　　　　 　　　　　　　旅費交通費 7,252,200 11,212,830 ▲3,960,630 

　　　　　　 　　　　　交通雑費 663,329 542,540 120,789

　　　　　　　　　 　　通信運搬費 749,085 516,122 232,963

　　　　　　　　　 　　印刷製本費 311,991 281,954 30,037

　　　　　　　　 　　　広告費 220,000 864,600 ▲644,600 

　　　　　　　　 　　　負担金 14,439,796 19,669,136 ▲5,229,340 

　　　　　　　　 　　　備品消耗品費 283,327 546,131 ▲262,804 

　　　　　　　　 　　　教育研修費 57,870 0 57,870

　　　　　　　　 　　　慶弔贈答費 211,332 421,924 ▲210,592 

      　　   　　 　　　整備費 25,676 44,262 ▲18,586 

   　　   　　　　 　   燃料油脂費 77,187 84,093 ▲6,906 

    　　   　　　　 　  新聞図書費 494,306 493,434 872

   　　     　　　　　  租税公課 374,663 585,560 ▲210,897 

     　　    　　　　 　リース料 435,543 624,008 ▲188,465 

     　　   　　　　　  利用料 238,319 248,487 ▲10,168 

     　　    　　　　　 水道光熱費 232,852 359,632 ▲126,780 
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   　　      　　 　　　警備保障費 91,957 117,132 ▲25,175 

  　　       　　 　　　清掃費 197,292 209,831 ▲12,539 

    　　     　　　 　　保守管理費 685,790 868,982 ▲183,192 

     　　 　　　 　　   補修費 48,998 70,170 ▲21,172 

    　　  　　　　　　  保険料 107,506 116,758 ▲9,252 

      　　  　　　　　  諸謝金 915,200 433,768 481,432

     　　   　　　　 　 諸手数料 246,236 289,041 ▲42,805 

   　　     　　 　　　 雑費 790,247 128,043 662,204

   　　     　　 　　　 減価償却費 613,317 799,069 ▲185,752 

   　　    　　 　　　  賞与引当金繰入額 582,800 589,500 ▲6,700 

       　 　　　 　　　 退職慰労引当金繰入額 1,046,000 1,126,000 ▲80,000 

　　　　　　　　　　管理費計 46,416,406 58,745,222 ▲12,328,816 

　　　　　     　経常費用計 312,985,269 337,621,890 ▲24,636,621 

　　　     　当期経常増減額 25,296,811 6,088,009 19,208,802

　　　　２． 経常外増減の部

　　　　　　(１) 経常外収益

　　　　　　　　　　固定資産売却益

　　　　　　 　    　　建物売却益 3,231,628 0 3,231,628

　　　    　　 　経常外収益計 3,231,628 0 3,231,628

　　　　　　(２) 経常外費用

　　　　　　　　　　固定資産売却損

　　　　　　 　    　　土地売却損 86,416,157 0 86,416,157

　　　　　　　　　　固定資産除却損

　　　　　　 　    　　建物附属設備除却損 1 0 1

　　　　　　 　    　　構築物除却損 2,270,580

　　　　　　　　　　固定資産除却損計 2,270,581

　　　　　　　　　　固定資産圧縮損 0 1,465,199 ▲1,465,199 

　　　    　　 　経常外費用計 88,686,738 1,465,199 87,221,539

　　　    　 当期経常外増減額 ▲85,455,110 ▲1,465,199 ▲83,989,911 

　　 他会計振替前当期一般正味財産増減額 ▲60,158,299 4,622,810 ▲64,781,109 

　　 税引前当期一般正味財産増減額 ▲60,158,299 4,622,810 ▲64,781,109 

     法人税・住民税及び事業税 71,000 86,600 ▲15,600 

　　 当期一般正味財産増減額 ▲60,229,299 4,536,210 ▲64,765,509 

　　 一般正味財産期首残高 880,243,906 875,707,696 4,536,210

　   一般正味財産期末残高 820,014,607 880,243,906 ▲60,229,299 

Ⅱ 指定正味財産増減の部

　　受取運輸事業振興助成補助金 233,357,000 236,741,000 ▲3,384,000 

　  一般正味財産への振替額 ▲220,357,000 ▲224,741,000 4,384,000

    当期指定正味財産増減額 13,000,000 12,000,000 1,000,000
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    指定正味財産期首残高 610,303,671 598,303,671 12,000,000

    指定正味財産期末残高 623,303,671 610,303,671 13,000,000

Ⅲ 正味財産期末残高 1,443,318,278 1,490,547,577 ▲47,229,299 


