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正味財産増減計算書
平成 25年  4月  1日 から平成 26年  3月 31日 まで （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受取会費
            正会員会費収入 11,471,000 7,599,635 3,871,365
        ②事業収益
            事業収入 16,261,403 20,188,113 △ 3,926,710
            特別事業収入 6,603,895 5,851,185 752,710
            受託収入 17,636,600 20,635,477 △ 2,998,877
　　　　　　補助金収入 31,423,036 10,159,272 21,263,764
　　　　　　負担金収入 1,600,000 1,090,000 510,000
          事業収益計 73,524,934 57,924,047 15,600,887
        ③受取補助金等
            受取地方公共団体補助金 0 0 0
        ④受取負担金
            受取負担金 0 0 0
        ⑤受取寄付金
            受取寄付金 7,038,830 0 7,038,830
        ⑥雑収益
            受取利息 1,677 1,973 △ 296
            雑収益 111,722 53,756 57,966
          雑収益計 113,399 55,729 57,670
        経常収益計 92,148,163 65,579,411 26,568,752
     (2) 経常費用
        ①事業費
            期首たな卸高 50,220 72,114 △ 21,894
            仕入高 13,859,632 16,986,043 △ 3,126,411
            期末たな卸高 △ 101,530 △ 50,220 △ 51,310
            給料手当 26,162,900 15,033,172 11,129,728
            役員報酬 0 2,184,000 △ 2,184,000
            賞与 3,146,000 2,455,350 690,650
            福利厚生費 5,013,223 2,928,902 2,084,321
            旅費交通費 5,152,935 3,452,525 1,700,410
            通信運搬費 2,291,141 1,515,322 775,819
            建物減価償却費 0 136,500 △ 136,500
            消耗品費 428,898 506,425 △ 77,527
            修繕費 6,405 12,600 △ 6,195
            印刷製本費 3,920,969 0 3,920,969
            光熱水料費 329,758 32,903 296,855
            賃借料 3,155,747 623,734 2,532,013
            保険料 217,708 95,601 122,107
            諸謝金 0 277,776 △ 277,776
            租税公課 1,089,100 1,154,100 △ 65,000
            支払寄付金 137,733 0 137,733
            委託費 500,000 0 500,000
            宣伝関連費 2,115,243 1,497,123 618,120
            支払負担金 1,042,000 690,000 352,000
            派遣費 3,000,000 0 3,000,000
            ボランティア関連費 701,530 587,389 114,141
            情報収集費 162,850 222,889 △ 60,039
            催事費 3,094,820 2,110,489 984,331
            車両費 1,473,111 444,308 1,028,803
            支払利息 17,918 44,433 △ 26,515
            交際費 526,750 116,350 410,400
            雑費 177,359 177,497 △ 138
          事業費計 77,672,420 53,307,325 24,365,095
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科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

        ②管理費

            役員報酬 3,120,000 936,000 2,184,000

            給料手当 4,946,353 1,312,275 3,634,078

            賞与 1,122,292 172,650 949,642

            派遣費 0 3,000,000 △ 3,000,000

            福利厚生費 1,436,243 425,917 1,010,326

            会議費 185,218 255,870 △ 70,652

            交際費 259,216 475,629 △ 216,413

            旅費交通費 466,955 289,493 177,462

            通信運搬費 705,420 141,609 563,811

            什器備品減価償却費 7,718 8,475 △ 757

            消耗什器備品費 52,500 0 52,500

            消耗品費 288,274 287,821 453

            印刷製本費 247,327 409,075 △ 161,748

            光熱水料費 276,831 213,888 62,943

            賃借料 174,923 85,366 89,557

            諸謝金 0 130,000 △ 130,000

            租税公課 951,450 1,057,550 △ 106,100

            支払負担金 1,168,000 953,000 215,000

            支払寄付金 508,484 0 508,484

            車両費 0 143,330 △ 143,330

            宣伝関連費 1,281,205 746,607 534,598

            新聞図書費 78,122 0 78,122

            雑費 1,436,986 1,825,015 △ 388,029

          管理費計 18,713,517 12,869,570 5,843,947

        経常費用計 96,385,937 66,176,895 30,209,042

          当期経常増減額 △ 4,237,774 △ 597,484 △ 3,640,290

   2. 経常外増減の部

     (1) 経常外収益

        経常外収益計 0 0 0

     (2) 経常外費用

        経常外費用計 0 0 0

          当期経常外増減額 0 0 0

          税引前当期一般正味財産増減額 △ 4,237,774 △ 597,484 △ 3,640,290

          当期一般正味財産増減額 △ 4,237,774 △ 597,484 △ 3,640,290

          一般正味財産期首残高 5,694,002 6,291,486 △ 597,484

          一般正味財産期末残高 1,456,228 5,694,002 △ 4,237,774

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

          指定正味財産期首残高 0 0 0

          指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ  正味財産期末残高 1,456,228 5,694,002 △ 4,237,774



― 21 ―

平成２６年度　一般社団法人旭川観光コンベンション協会正味財産増減計算書内訳

科　　　　　　目 継続事業 その他事業会計 法人会計 計 備　　　　　　　考
１．経常増減の部
（１）経常収益
受取会費 11,471,000 11,471,000 新協会会員会費収入
事業収益 7,673,000 61,021,898 4,830,036 73,524,934

事業収入 93,000 16,168,403 16,261,403 第３種旅行業・物品販売等収入
特別事業収入 6,603,895 6,603,895 音楽の夕べ事業収入
受託事業収益 17,636,600 17,636,600 観光物産情報センター受託収入
受取補助金等 7,000,000 19,593,000 4,830,036 31,423,036

協会運営補助 (7,000,000) (7,000,000) 運営費補助金

ガイドマップ制作費補助金 (2,079,000) (2,079,000) ガイドマップ製作費補助金

コンベンション関係補助金 (9,090,000) (9,090,000) コンベンション誘致等関係補助金

コンベンション関係人件費補助金 (10,503,000) (10,503,000) コンベンション関係人件費補助金

事務所賃借料補助金 (2,751,036) (2,751,036) フードテラス事務所賃借料補助金
受取負担金 580,000 1,020,000 1,600,000
観光ボランティア研修事業負担金 (580,000) (120,000) (700,000) 観光ボランティア研修事業負担金
商工会議所負担金 (900,000) (900,000) コンベンション誘致関係商工会議所負担金

受取寄付金 7,038,830 7,038,830
受取利息 1,677 1,677
雑収益 111,722 111,722
経常収益計 7,673,000 61,021,898 23,453,265 92,148,163
前期繰越一般正味財産 5,694,002 Ｈ25年度観光コンベンション協会繰越金
収入合計 7,673,000 61,021,898 23,453,265 97,842,165

（２）経常費用
事業費 9,281,707 62,304,914 71,586,621
期首たな卸高 (50,220) (50,220)
仕入高 (85,300) (13,774,332) (13,859,632) 物品販売、第３種旅行業仕入高
期末たな卸高 (△101,530) (△101,530)
給料手当 (4,493,156) (21,669,744) (26,162,900) 誘致・センター担当職員給料手当
賞与 (834,000) (2,312,000) (3,146,000) 誘致・センター担当職員賞与
福利厚生費 (1,076,852) (3,936,371) (5,013,223) 誘致・センター担当職員福利厚生費
旅費交通費 (327,315) (4,825,620) (5,152,935) 観光客・コンベンション誘致旅費
通信運搬費 (572,409) (836,732) (1,409,141) パンフレット等発送料、電話通話料等
消耗品費 (255,033) (173,865) (428,898) 消耗品費
修繕費 (6,300) (105) (6,405) 物品修繕費

印刷製本費 (1,610,969) (1,610,969)
音楽の夕べチラシ等、ガイドマップ、コンベンションカレ
ンダー等印刷費

光熱水料費 (276,830) (52,928) (329,758) センター光熱水費
賃借料 (174,922) (654,271) (829,193) 音楽の夕べ会場費、事務所賃貸料他
保険料 (27,900) (187,808) (215,708) 各種事業保険料
租税公課 (1,089,100) (1,089,100) 印紙税等
支払負担金 (103,000) (939,000) (1,042,000) 各種団体負担金
支払寄付金 (137,733) (137,733)
委託費 (500,000) (500,000)
宣伝関係費 (146,100) (1,444,143) (1,590,243) ホームページ維持管理費等
派遣費 (3,000,000) (3,000,000) KNT職員派遣費
ボランティア関連費 (701,530) (701,530) ボランティア関連事業費
情報収集費 (16,200) (146,650) (162,850) 新聞図書等購入費
催事費 (3,094,820) (3,094,820) 音楽の夕べ・コンベンション歓迎看板等設置費
車両費 (3,270) (1,469,841) (1,473,111) 車両借上費
支払利息 (17,918) (17,918) 長期借入金支払利息
交際費 (177,758) (348,992) (526,750) 各種交際費
雑費 (3,832) (133,282) (137,114) 振込手数料等
旧観光協会関係事業分 9,281,707 34,830,398 44,112,105
期首たな卸高 (50,220) (50,220)
仕入高 (85,300) (13,774,332) (13,859,632) 物品販売、第３種旅行業仕入高
期末たな卸高 (△101,530) (△101,530)
給料手当 (4,493,156) (9,910,650) (14,403,806) 誘致・センター担当職員給料手当
賞与 (834,000) (1,287,000) (2,121,000) 誘致・センター担当職員賞与
福利厚生費 (1,076,852) (1,792,401) (2,869,253) 誘致・センター担当職員福利厚生費
旅費交通費 (327,315) (2,140,450) (2,467,765) 観光客・コンベンション誘致旅費
通信運搬費 (572,409) (378,353) (950,762) パンフレット等発送料、電話通話料等
消耗品費 (255,033) (120,812) (375,845) 消耗品費
修繕費 (6,300) (105) (6,405) 物品修繕費

印刷製本費 (479,179) (479,179)
音楽の夕べチラシ等、ガイドマップ、コンベンションカレ
ンダー等印刷費

光熱水料費 (276,830) (52,928) (329,758) センター光熱水費
賃借料 (174,922) (654,271) (829,193) 音楽の夕べ会場費、事務所賃貸料他
保険料 (27,900) (53,738) (81,638) 各種事業保険料
諸謝金 講師謝金
租税公課 (1,089,100) (1,089,100) 印紙税等
支払負担金 (103,000) (85,000) (188,000) 各種団体負担金
委託費 (500,000) (500,000)
宣伝関係費 (146,100) (17,875) (163,975) ホームページ維持管理費等
派遣費 KNT職員派遣費
ボランティア関連費 (701,530) (701,530) ボランティア関連事業費
情報収集費 (16,200) (47,100) (63,300) 新聞図書等購入費
催事費 (2,287,830) (2,287,830) 音楽の夕べ・コンベンション歓迎看板等設置費
車両費 (3,270) (7,914) (11,184) 車両借上費
支払利息 (17,918) (17,918) 長期借入金支払利息
交際費 (177,758) (71,210) (248,968) 各種交際費
雑費 (3,832) (113,542) (117,374) 振込手数料等
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科　　　　　　目 継続事業 その他事業会計 法人会計 計 備　　　　　　　考
コンベンション誘致補助関係分 15,866,298 15,866,298
給料手当 (2,408,660) (2,408,660) コンベンション管理担当職員給料
賞与 (445,000) (445,000) コンベンション管理担当職員賞与
福利厚生費 (632,619) (632,619) コンベンション管理担当職員福利厚生費
旅費交通費 (2,656,470) (2,656,470) コンベンション誘致旅費等
通信運搬費 (458,379) (458,379) コンベンションカレンダー等発送料
消耗品費 (53,053) (53,053) 消耗品費
印刷製本費 (1,131,790) (1,131,790) コンベンションカレンダー、ステッカー等印刷費
保険料 (134,070) (134,070) 借上車両保険料
支払負担金 (854,000) (854,000) 各種団体負担金
宣伝関係費 (1,426,268) (1,426,268) 広告費等
派遣費 (3,000,000) (3,000,000) KNT職員派遣費
情報収集費 (99,550) (99,550) 新聞図書等購入費
催事費 (806,990) (806,990) 市役所前広告塔歓迎看板設置費
車両費 (1,461,927) (1,461,927) 車両借上費
交際費 (277,782) (277,782)
雑費 (19,740) (19,740) 振込手数料等

コンベンション人件費費補助関係分 11,470,485 11,470,485
給料手当 (9,350,434) (9,350,434) コンベンション誘致担当職員給料
賞与 (580,000) (580,000) コンベンション誘致担当職員賞与
福利厚生費 (1,511,351) (1,511,351) コンベンション誘致担当職員福利厚生費
旅費交通費 (28,700) (28,700) コンベンション誘致担当職員賞与交通費

管理費 24,799,316 24,799,316
役員報酬 (3,120,000) (3,120,000) 専務理事報酬
給料手当 (4,946,353) (4,946,353) 法人会計担当職員給料
賞与 (1,122,292) (1,122,292) 法人会計担当職員賞与
福利厚生費 (1,436,243) (1,436,243) 法人会計担当職員福利厚生費
会議費 (185,218) (185,218) 諸会議会場費
旅費交通費 (466,955) (466,955) 駐車場借上料等
通信運搬費 (1,587,420) (1,587,420) 電話通信料等
什器備品減価償却費 (7,718) (7,718)
消耗什器備品費 (52,500) (52,500) 什器購入費
消耗品費 (288,274) (288,274) 消耗品費
印刷製本費 (2,557,327) (2,557,327) ガイドマップ、総会資料等印刷費
光熱水料費 (276,831) (276,831) 事務所光熱水費
賃借料 (2,501,477) (2,501,477) 事務所賃借料
保険料 (2,000) (2,000)
租税公課 (951,450) (951,450) 法人税等
支払負担金 (1,168,000) (1,168,000) 各団体支払負担金
支払寄付金 (508,484) (508,484) 旧事業清算に伴う清算寄付金
宣伝関係費 (1,806,205) (1,806,205) 広告費等
新聞図書費 (78,122) (78,122) 新聞図書等購入費
交際費 (259,216) (259,216)
雑費 (1,477,231) (1,477,231) 税理士事務所顧問料等
旧観光協会関係管理費分 18,713,517 18,713,517
役員報酬 (3,120,000) (3,120,000) 専務理事報酬
給料手当 (4,946,353) (4,946,353) 法人会計担当職員給料
賞与 (1,122,292) (1,122,292) 法人会計担当職員賞与
福利厚生費 (1,436,243) (1,436,243) 法人会計担当職員福利厚生費
会議費 (185,218) (185,218) 諸会議会場費
旅費交通費 (466,955) (466,955) 駐車場借上料等
通信運搬費 (705,420) (705,420) 電話通信料等
什器備品減価償却費 (7,718) (7,718)
消耗什器備品費 (52,500) (52,500) 什器購入費
消耗品費 (288,274) (288,274) 消耗品費
印刷製本費 (247,327) (247,327) 総会資料等印刷費
光熱水料費 (276,831) (276,831) 事務所光熱水費
賃借料 (174,923) (174,923) コピー機賃借料等
租税公課 (951,450) (951,450) 法人税等
支払負担金 (1,168,000) (1,168,000) 各団体支払負担金
支払寄付金 (508,484) (508,484) 旧事業清算に伴う清算寄付金
宣伝関係費 (1,281,205) (1,281,205) 広告費等
新聞図書費 (78,122) (78,122) 新聞図書等購入費
交際費 (259,216) (259,216)
雑費 (1,436,986) (1,436,986) 税理士事務所顧問料等

新事務所賃貸料及び移転費 3,775,799 3,775,799
通信運搬費 (882,000) (882,000) 事務所移転料
賃借料 (2,326,554) (2,326,554) 事務所賃借料
保険料 (2,000) (2,000) 事務所移転時保険料
宣伝関係費 (525,000) (525,000) ホームページ作成料
雑費 (40,245) (40,245) 振込手数料等

ガイドマップ制作費 2,310,000 2,310,000
印刷製本費 (2,310,000) (2,310,000) ガイドマップ印刷費

経常費用計 9,281,707 62,304,914 24,799,316 96,385,937
会計毎増減 △ 1,608,707 △ 1,283,016 △ 1,346,051 △ 4,237,774
当期繰越一般正味財産 1,456,228


